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巻　頭　言

Preface

　骨と直接結合（オッセオインテグレーション）するインプラントが
日本でも臨床に導入されるようになってから 20 年以上が経過し、そ
の優れた咬合咀嚼機能の回復や、長期安定性が知られるようになるに
従い、日本でも臨床応用が拡大してきた。今では、欠損補綴の第 1 選
択と考える歯科医師も少なくない。
　その間、インプラント製品にも大きな進展があり、より成功率の高
い、より信頼性の高い製品の開発、改良が行われてきた。
　特に、当学会が研究の主な対象としているセラミック系の生体活性
材料、とくにハイドロキシアパタイトの表面性状を有するインプラン
トは、骨と電顕レベルで直接結合するため「バイオインテグレーショ
ン」と定義され、本学会の名称ともなっているが、その信頼性はます
ます高いものとなっている。
　なお、このバイオインテグレーション Biointegration という用語
は 1985 年ころ生化学者 de·Putter らが提唱したものと思われるが、その後、ハイドロキシアパタ
イトインプラントの臨床応用が本格的に開始され、1987 年ころ米国テキサス大学歯周病学教授の
Meffert·RM らによって再定義されて広く使われるようになった。
　しかし、最近になって、順調と思われたインプラントの発展に影が差し始めている。　インプ
ラント体の使いまわし事件や、多額の費用トラブルなど歯科医師のモラルレベルを問う問題から、
神経麻痺などの術後の各種の医術的トラブルが報道され、さらには死亡事故まで報告されるに至っ
て、インプラントの信頼度に疑問の声が高まってきた。その結果、この 20 年間右肩上がりに拡大
してきたインプラント市場も、急激に落ち込んでいるのが実態のようである。
　言うまでもなく、それらのトラブルは、インプラント製品そのものに問題があったわけではなく、
それを扱う術者＝歯科医側に問題があったからである。
正しく十分なインプラント基礎および臨床教育が歯科大学において行われないまま、わずか 1 日
や 2 日のセミナーを受講したのみで、多くの歯科医師がインプラントの手術を始めるという現状
では、このような問題が表面化するのは、むしろ当然の結果だったと言えなくはない。
　本学会は、主な研究対象とするのが生体材料とその反応であるため、ミクロレベルのテーマが
主体になりがちであるが、インプラントが抱えるこのような臨床的現実についても目を向けて、
正しいインプラントの発展の道を切り開いていくことも、本学会の使命であると思われる。

田中　收　　Osamu·Tanaka
常任理事
バイオインプラントアカデミー
東京医科歯科大学客員臨床教授
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●特別寄稿

バイオインテグレーションを支持する軟部組織

星　和人 1, 2）、稲木　涼子 1）、高戸　毅 1）

Soft tissue supporting biointegration

Kazuto Hoshi 1,2), Ryoko Inaki 1), Tsuyoshi Takato 1)

　１）東京大学医学部附属病院　顎口腔外科・歯科矯正歯科
　２）東京大学大学院医学系研究科　軟骨・骨再生医療寄付講座
　１）Department·of·Oral-maxillofacial·Surgery,·Dentistry·and·Orthodontics,·The·University·of·Tokyo·Hospital
　２）Department·of·Cartilage·&·Bone·Regeneration,·Graduate·School·of·Medicine,·The·University·of·Tokyo

Abstract

·The·bio-integration·implies·the·phenomenon·that·bonding·to·the·bone·of·the·dental·implant·is·promoted·by·
coating·with·hydroxyapatite.·Dental·implant·utilizing·bio-integration·has·been·already·used·in·our·country.·The·
bone·tissue·bio-integrated·with·the·dental·implant·is·surrounded·by·various·tissues,·including·a·periosteum,·
blood·vessels,·muscles,·mucosa·and·a·skin.·It·is·important·to·understand·roles·and·functions·of·those·soft·
tissues.·We·review·the·significance·of·soft·tissues·and·their·associated·molecules·in·the·bio-integration.

１．バイオインテグレーションにおける軟部組織
　　の意義

　チタンは生体親和性が高いため、骨に近接させると
反応的に骨が新生しチタンに密着することが知られて
いる。このようにチタンと骨が一体化する現象は、オッ
セオインテグレーションと呼ばれる。このオッセオイ
ンテグレーションは、チタンを主成分とするデンタル
インプラントが歯槽骨に植立され、咬合や咀嚼機能を
実現するデンタルインプラント治療の基本理論となっ
ている 1）。一方、本邦では、ヒドロキシアパタイトを
はじめとするさまざまな人工骨の研究や製品開発が進
んでおり、骨の無機質の主成分であるヒドロキシアパ
タイトをデンタルインプラントにコーティングするこ
とにより、骨との結合が促進されることが明らかに
なってきた。このような骨結合様式は、前述のオッセ

オインテグレーションと区別して、「バイオインテグ
レーション」と呼ばれ、新しい生物学的概念として提
唱されるようになった。
　このような新しい理論や概念に基づくデンタルイン
プラントが、本邦でも医療導入され、広く普及するよ
うになって久しい。さまざまな臨床経験の蓄積の中で、
デンタルインプラントと結合する歯槽骨の質と量を確
保するための骨移植術、あるいは骨造成術の重要性は
多くの研究者や臨床家が指摘している。しかし、デン
タルインプラントを支える骨もまた、周囲の、骨膜や
血管、筋肉や粘膜、皮膚といったさまざまな軟部組織
により支持されており、周囲組織の恒常性が保たれて
初めて骨の質や量といった機能を維持することができ
る。臨床的にも、口腔粘膜に対する外傷が顎骨壊死を
誘発するといった経験からも、骨の形成や維持に周囲
の軟部組織の機能が重要であることが伺える。
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２．骨形成における軟部組織の役割

　骨の周囲には、骨膜や血管、筋肉や粘膜、皮膚といっ
たさまざまな軟部組織が存在するが、特に骨膜は骨形
成に対して重要な役割を果たす。骨膜は、骨を取り巻
く結合組織であり、線維層と骨形成層に分けられる。
骨形成層には骨基質を大量に分泌する骨芽細胞やその
前駆細胞である前骨芽細胞が豊富に含まれている（図
１　骨膜にふくまれる骨芽細胞 2））。このような骨膜
は、骨形成に非常に重要な役割を果たすが、この機能
は骨膜の移植実験でも実証されてきた。遊離骨膜移植
の実験においては、移植骨膜下に旺盛な骨形成が観察
され、さらに骨形成能は血行の改善によってさらに促
進されることが示唆された。すなわち血行の良好な肝
臓や筋肉内においては骨膜からの骨形成が促進される
ことが明らかとなった。さらに、血管柄付骨膜では非
常に良好な骨形成が認められた 3）。したがって、骨膜
などの骨周囲軟部組織は骨の形成に重要な役割を果た
しており、このような軟部組織を維持することは、バ
イオインテグレーションを支持するのに必須なことで
あると予想される。

３．骨膜の機能を担う重要な分子

　骨膜は線維組織の基調となる I 型コラーゲンを主成

分としているが、その他、コラーゲンの高次構造に関
与することが知られている細胞外基質として、Ⅲ型コ
ラーゲンに代表される小型コラーゲン分子、デコリン
やバイグリカンなどの小型プロテオグリカン、フィブ
ロネクチン、ビトロネクチンになどの接着分子などが
含まれている 4）。接着分子にはペリオスチンも含まれ
ており、このペリオスチンは骨膜の重要な機能を担い、
また、軟骨膜、歯根膜といった硬組織やその他の臓器
周囲の線維性の膜組織に局在し、コラーゲンの高次構
造形成へ関与することが示唆されている。ペリオスチ
ンは、1993·年に Takeshita らによってクローニング
されたタンパクで 5,·6）、骨膜（図２）や軟骨膜、歯周
靭帯、真皮などの結合組織に局在することが確認され
ている。

　ペリオスチンは、N 端側からひとつの EMI ドメイ
ンと 4 つの FAS1 ドメインが連結する構造を呈して
おり、約 90·kDa の分子を構成している。FAS1·ドメ
インではテネイシン C や BMP1 と、EMI ドメインで
はフィブロネクチンと結合することが確認されており
7）、また EMI ドメインはコラーゲン分子と結合する
可能性もあり 8）、コラーゲンの高次構造化に重要な役
割を果たすと考えられている。ペリオスチン遺伝子欠
損マウスの骨膜部の解析でコラーゲン細線維の直径が

図１：骨膜に含まれる骨芽細胞の電顕写真　文献 2）を改編

図２：骨膜におけるペリオスチンの免疫局在
　　　Bone: 骨、Peri：骨膜
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野生型と比較して有意に低下していることが電顕所見
で示されている 7）。
　このようなペリオスチン遺伝子欠損マウスの骨膜部
では疲労性骨膜炎様の所見が観察され、コラーゲン細
線維の細小化による元来骨膜に備わっている強靭な膜
特性の低下がみられた。ぺリオスチンは本質的な機能
として、コラーゲンの架橋を形成し、コラーゲン細線
維直径の増大や線維の成熟を促進することが示唆され
ている。
　さらに、コラーゲンの高次構造化により細胞活性も
影響を受けると考えられる。単量体Ⅰ型コラーゲンと
高次構造化した線維Ⅰ型コラーゲンを用いて細胞を培
養した場合、後者の方がα 2 β 1 インテグリンを介し
た FAK の活性化がより強く生じ、細胞の増殖を促進
することが報告されている 9）。また、心臓形成に関わ
る間充織幹細胞をⅠ型コラーゲンハイドロゲル上で培
養する場合に、コラーゲンゲルへペリオスチンを添加
すると、コラーゲンゲル内の架橋度の向上とゲルの収
縮が生じ、ゲル上細胞の接着性に変化を引き起こすこ
とが確認された。このペリオスチンによるゲル基質の
構造変化は、α v β 3 インテグリンシグナルによる
Rho/PI·3-Kinase の活性化をおこし、細胞増殖を促進
すると報告されている 10）。このように骨膜中のペリ
オスチンはコラーゲンの高次構造化を促進し、インテ
グリンのシグナルを変化させ骨芽細胞の増殖や分化に
も影響を与える、骨の形成や維持に重要な役割を果た
すことが推測された。

４．まとめ

　バイオインテグレーションに関わる骨新生を支える
軟部組織の役割について、今後さらに詳細に解析して
ゆく必要がある。その中でも骨膜が重要な役割を担う
ことは異論のないところと考えられる。本項では骨膜
の機能を担う分子としてペリオスチンを紹介したが、
骨膜の機能の分子機能に関しては、研究を進める必要
があると思われる。
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抄　録

　骨の無機質の主成分であるヒドロキシアパタイトをデンタル
インプラントにコーティングすることにより骨との結合が促進
される原理、すなわち「バイオインテグレーション」を活用し
たデンタルインプラントが本邦で医療導入されて久しい。この
ような状況の中で、デンタルインプラントにバイオインテグ
レーションする骨組織、さらにその骨組織を支える、周囲の、
骨膜や血管、筋肉や粘膜、皮膚といったさまざまな軟部組織の
機能と役割を理解することは重要である。本稿では、バイオイ
ンテグレーションにおける軟部組織の意義やその役割、重要な
機能を担う分子について概説する。
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●特別企画：更なる骨を目指して

はじめに
Introduction

第３回学術大会総会・大会長：三嶋　顕
Chairman：Akira Mishima

　2013 年 6 月 23 日（日）、バイオインテグレーショ
ン学会第 3 回学術大会・総会を札幌市のアスティ 45
にて開催させていただきました。ご多忙中にもかかわ
らずご参加いただきました皆様方におかれましては、
誠にありがとうございました。
　本大会では「更なる骨を目指して」をメインテーマ
とし、口腔インプラント治療ならびに歯周外科治療に
おいて大きな役割を担う骨補填材料について、わが国
における先進医療にかかわるすべての医療関係者と研
究者の皆様の間で熱い討論を交わすことができたこと
と思います。また、教育講演ではメカニカルストレス
と超音波刺激が骨組織に与える影響に関するご講演を
いただき、聴講者にとって大いに参考になりました。
ポスター発表では興味深い演題を多数ご発表いただ
き、これらのご研究の成果を共有することにより、今
後より一層の発展を期待したいところです。
　大会運営にあたっては、参加者の皆様にご不便をお
かけすることがないように努力したつもりでございま
す。しかしながら、学会の運営については、私たちに
とって経験が乏しく行き届かない点もあったのではな
いかと思います。何卒ご容赦いただきますようお願い
申し上げます。本大会を開催させていただくにあたり、
約一年前より、理事長の青木秀希先生、会長の春日井
昇平先生、理事の諸先生方をはじめ、顧問の先生方お
よび実行委員長の越智守生先生には一方ならぬご尽力
をいただきました。ここに、深甚なる感謝の意を表し
ます。
　最後になりましたが，皆様のご健康とご研究のます
ますの発展を祈念いたしますとともに、次期大会にも

多くの方々にご参加いただきますようお願い申し上げ
ます。
2013 年 7 月吉日

特別企画「更なる骨を目指して」に関する講演内容を
以下に紹介します。
Ⅰ　「生体物理刺激」
　１．·物理的刺激と骨代謝
　　　横瀬　敏志
　２．·生体物理刺激の口腔インプラント治療への応用
　　　越智　守生
Ⅱ　「骨補填材を考える」
　１．·独立行政法人物質・材料研究機構（NIMS）に
　　　おける人工骨の研究開発
　　　菊池　正紀
　２．·骨補填材の up-to-date
　　　松野　智宣
　３．·BioOss の臨床研究と生化学
　　　川原　大
　４．·β-TCP の臨床応用について：セラソルブＭの
　　　臨床的有効性の一考察
　　　先崎　秀夫
　５．·自家象牙質移植による骨再生医療
　　　村田　勝
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物理的刺激と骨代謝
（骨再生治療のためにメカノセンサーである骨細胞をどうコントロールするか）

横瀬　敏志、門倉　弘志

Physical stimulation and bone metabolism

Satosi Yokose, Hiroshi Kadokura

　明海大学歯学部機能保存回復学講座歯内療法学分野
　Division·of·Endodontics,·Department·of·Restorative·and·Biomaterials·Sciences,·School·of·Dentistry,·Meikai·University

Abstract

·Recently·function·of·osteocyte·in·bone·metabolism·has·been·widely·noticed···and·a·number·of·fascinating·
studies·investigating·the·functions.·They·report·that·osteocytes·play·an·important·role·in·bone·metabolism,·
especially·in·its·regulation·by·mechanical·stimuli.·It·can·be·considered·that·control·of·osteocyte·function·
using·mechanical·stimuli·can·be·applied·for·the·bone·regeneration·therapy·in·dental·treatments,·e.g.·implant·
and·periodontal·treatments.·In·the·light·of·these·studies,·we·hypothesize·that·stimuli·of·laser·and·ultrasound·
irradiation·as·well·as·mechanical·stress·have·influence·on·osteocyte·function·in·bone·metabolism.··Here·we·
review·the·current·knowledge·on·osteocyte·functions·and·would·like·to·argue·the·possibility·of·mechanical·
stimuli·including·laser·and·ultrasound·for·bone·regeneration·therapy.

１．はじめに

　一見静的に見える骨組織であるが、細胞レベルでの
骨代謝は絶えず破壊と形成が繰り返されている動的な
組織である。骨格という機能のもと重力とともに進化
してきた骨組織であるが、骨組織を構成する細胞とし
て力を認識する機能を持つのが骨細胞である。石灰化
基質の中に存在する骨細胞であるが、近年その役割が
徐々に明らかになりつつある。外部からの力に反応し
て骨代謝をコントロールする指令塔の役割や、腎臓を
介して全身の燐代謝をコントロールする内分泌器官と
しての役割も発見されている。我々はこれまでに骨細
胞に注目し、各種物理的な作用と骨細胞の関係を探る

ために、骨細胞の培養系の確立を行った。その結果、
骨細胞に対してレーザーや超音波といった物理的な刺
激を与えると、骨細胞からの SOST 遺伝子（sclerostin）
の mRNA 発現が著しく抑制され、逆に骨形成促進作
用を示す Dmp-1 の mRNA 発現が亢進することが明
らかとなった。これらの結果は骨組織にメカニカルス
トレスが加わったときと同じ現象が再現されているこ
とを示す。従って、レーザーや超音波といった刺激も
メカニカルストレスと同じように骨細胞を通じて骨代
謝をコントロールできることを示唆しており、骨再生
治療に物理的な刺激を応用するための有用な基礎的な
エビデンスになるものと考える。
　このように歯科治療にとってメカニカルストレスと
骨代謝の関係を理解することは診断、治療計画の立案、



● 10

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：9 - 12, 2013.

治療効果の評価に大変役に立つものと考える。今回は
骨細胞の機能を中心に概説し、メカニカルストレスと
骨代謝がどのような関係にあるのかを、骨細胞が分泌
する sclerostin という物質を中心に考え、そのメカニ
ズムについて考察したい。

２．骨細胞について（図１）

　骨組織は石灰化した基質を有する特徴的な組織であ
るが、実はこの石灰化基質の中に存在する骨細胞は骨
に含まれる細胞の 90-95％を占めており、その中で骨
を形成する骨芽細胞は 4-6%,　骨を吸収する破骨細胞
は 1-2% といわれている 1）。骨細胞は骨芽細胞が石灰
化骨基質を形成し、自らその基質の中に埋もれてゆ
き、骨小腔（lacuna,15-20µ）というスペースに囲まれ
て、多くの細胞突起（dendritic·process）をのばして
互いにギャップジャンクションという構造で突起と突
起が連絡している。この細胞突起が通る管を骨細管

（canaliculi）といい 250-300nm の径である。この骨細
胞同士のネットワークは石灰化した骨基質の中を蜘蛛
の巣のように張り巡らされ、さらには骨表面に存在す
る骨芽細胞とも突起を通して連絡している。この骨細
胞のネットワークは骨細胞が骨代謝をコントロールし
ていることを裏付けるもので、骨細胞がこの細胞同士
の連絡網を使用して骨形成や骨吸収をコントロールし
ていることが最近分かりだした。
　それでは骨細胞の最も重要な機能とは何か。これは
生体が１G という重力下で生活をしてゆく上で大切な
力学的な負荷（ストレス）を認識して骨代謝をコント
ロールすることである。「骨の形状は加わる力によっ
て支配されそれに適応するように形つくられる」と
いう法則を打ち出したのが 19 世紀の外科医の Julius·
Wolff·であり、これを Wolff の法則という。さらに
Frost·2）は「メカノスタット理論」を提唱し、組織レ
ベルで力と骨代謝の関係を示した。これはまさしく骨
組織がメカニカルストレスに反応する組織であり、そ
の主役は骨細胞であることを示している。

３．骨細胞の力に対する応答能

　骨組織が力に反応し、骨細胞が重要な役割を果たし
ていることは分かったが、それではどのように力を認
識し、骨形成と骨吸収をコントロールしているのであ
ろうか。骨細胞が生きてゆく為には栄養が必要である。
これは石灰化した骨基質の中に存在するフォルクマン
管やハバース管を通る血管からにじみ出る体液が骨小
腔や骨細管を通過することによって骨細胞に栄養が送
られる 3）。このときに体液を押し出すのが骨組織に加
わる力で、骨組織がわずかに変形することによって骨
基質中に体液の流動を引き起こす。そして、この動き
を通じて骨にどのくらいの力がかかっているかを骨細
胞が認識する。これを剪断応力（shear·stress）とい
い（図２）、これが骨細胞の突起が骨細管の内壁との
間に接着斑と呼ばれるインテグリンを介する構造があ
り、ここが引っ張られることによって力を認識してい
る 4）。体液の流れの変化（剪断応力）によって骨細胞
に伝えられたストレスは細胞内のカルシウム濃度の変
化や細胞内での prostaglandin の合成を引き起こし、
後に述べる wnt シグナル伝達が誘導されて様々な骨
代謝をコントロールする物質を合成される 4）。

図１：·ラットの脛骨（皮質骨）の脱灰した H-E 染色切片。arrow で示すの
が骨基質中に存在する骨細胞。Arrow·head で示すのが血管。
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４．Sclerostin による骨細胞の骨代謝制御機構

　骨細胞はその成熟度に従って多種のタンパク質を
分泌している（図３）5）。これらの分泌タンパク質は
osteocyte の分化に伴いそれぞれのステージで骨芽細
胞や破骨細胞、さらには基質タンパク質として石灰
化に作用して骨代謝をコントロールしている。特に
この中でも注目するべき因子は sclerostin である。こ
れは全身の骨硬化が進行する遺伝病である骨硬化症
の原因遺伝子として見いだされ、この遺伝子産物は
骨芽細胞において骨形成を抑制する働きを持ってお
り、この遺伝子に遺伝的な変異がおこると骨形成に抑
制が利かなくなり骨形成が亢進して骨硬化症が発症す
る。この sclerostin は骨芽細胞においてみられる wnt·
signal のシグナル伝達に作用することが分かった。す
なわち細胞表面にある wnt リガンドの受容体である
Frizzled にリガンドが結合すると、同じく細胞表面に
ある LRP5/6·（low·density·lipoprotein）と会合して細
胞内にシグナルが伝達される。こうして伝達される系
を canonical·経路といい、骨形成には重要な伝達系路
である。ところが sclerostin はこの LRP5/6 の作用を
阻害することによって wnt·signal·pathway（canonical·
pathway）を阻害して骨形成を抑制していると考えら
れる。このメカニズムは成熟した骨組織では骨細胞が
絶えず sclerostin を分泌して骨形成を制御しているこ
とを示す。事実、骨細胞に遺伝子操作をおこない、選
択的に骨細胞にアポトーシスを起こさせ sclerostin の
分泌をなくすと新たな骨形成が誘導されることが報
告されている 6）。また、逆に骨組織に力を加えると骨

細胞からの sclerotin の分泌が減少することも確認さ
れており 7）、力学的な作用によって骨形成が亢進する

（図３7））。これはアスリートの骨組織の骨形成が亢進
したり、ブラキサーの顎骨にみられる外骨症が出来る
メカニズムと考えられる。

５．骨細胞の機能を物理学的にコントロールする

　さて、ここで歯科の臨床において顎骨の再生治療に
おいていかに骨細胞をコントロールして骨代謝を活性
化させるということは sclerostin の合成と分泌をコン
トロールすることになる。単純に機械的な力すなわち
咬合力のコントロールということはいうまでもない
が、咬合の再建こそが歯科の最大の治療のゴールであ
るならば、治療法としてのメカニカルストレスを模索
しなくてはならない。
　これまでに骨細胞に作用して骨形成を誘導する機器
として基礎実験をしてきたのがレーザー 8）と超音波 9）

である。これらの作用は力学的な作用と同様の作用を
持つのかが研究の最大のテーマであった。実際これら
の作用は動物実験ではあるが、下段のレーザーを照射
した方が骨髄にみられる新生骨（nb）が誘導される
ことが確認できた（図４、５）。これらの結果はレーザー
や超音波を利用して骨形成を誘導して、インプラント
の初期固定を早期に確立したものである。しかしこれ
らの作用が本当に骨細胞に作用して骨形成を誘導した
かを確認しなければならない。そこでラットの骨組織
から骨細胞を分離して炭酸ガスレーザーを照射したと
ころ、何と骨細胞における sclerostin の mRNA 発現

図２：·骨細胞の突起にかかる剪断応力（Shear·Stress）のシェーマを示す。

図３：·骨細胞の成熟にしたがって合成されるタンパク質を示す。特に成熟
した骨細胞から分泌される sclerostin は骨形成のコントロールに重
要である。

　　　文献５より引用。
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が抑制されることが分かった。さらに骨形成を促進す
ると言われる Dmp-1 の mRNA は亢進することも分
かった。これらの内容は本誌の原著論文 10）に発表し
ているので詳しいことはそちらを参考ししていただき
たい。この結果は炭酸ガスレーザー照射が骨細胞に作
用して sclerostin の合成が抑制され、これによって骨
芽細胞での wnt·signal·pathway の阻害が外れ、骨形
成が亢進することが示唆された。現在までに超音波も
レーザーとほぼ同じ作用があることが予想される。

６．終わりに

　歯科治療に物理的な作用を応用することは今後益々
期待が高まるところである。ペプチドや異種蛋白質を
利用することは、感染や拒否反応と今後大きな問題が
起こることも懸念される。しかしレーザーや超音波な
どは使用方法さえ誤らなければ、サイドエフェクトの
問題はほとんどない。しかも骨組織とは、本当にメカ
ニカルストレスに敏感に反応する組織であるならば、
これを治療に応用することは理にかなった治療法と言
える。これからも基礎的な知見を多くだし、歯科物理
療法の発展に寄与したいと考える。

文　献
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図４：·ラットの脛骨に炭酸ガスレーザーを照射し、骨を誘導したところに
チタンインプラントを埋入し、その後⑸、10、20 日後の脱灰 H-E 所見。

　　　·上段の非照射群の骨に比べて下段のレーザー照射した方が多くの骨
組織が誘導されている。（C 皮質骨、nb 新生骨）

　　　文献 8 より引用。

図５：·ラット脛骨にインプラントを埋入した後に超音波を照射し、7、28
日後の脱灰 H-E 切片。左側の非照射群に比較して超音波を照射した
右側の骨組織日は新生骨（矢印）が多く誘導されている。（im イン
プラント体）
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生体物理刺激の口腔インプラント治療への応用

越智　守生、仲西　康裕、廣瀬　由紀人

Application of Biophysical stimulation to oral implant treatment

Morio Ochi, Yasuhiro Nakanishi, Yukito Hirose

　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
　Division·of·Fixed·Prosthodontics·and·Oral·Implantology,·Department·of·Oral·Rehabilitation,·School·of·Dentistry,·
　Health·Sciences·University·of·Hokkaido

１．はじめに

　生体物理刺激は、温熱、圧、音波、電磁波、電流な
どの物理刺激を患者に与えることにより疼痛緩和や機
能障害、組織治癒を目的としている 1）。口腔インプラ
ント治療においてオッセオインテグレーションを獲得
するまでの治癒期間は 3 〜 6 カ月と長期を要する。そ
こで生体物理刺激を口腔インプラント治療に応用する
ことにより治癒期間の短縮が可能になるのでは？との
仮説を立て実験を開始した。

２．パルス電磁場刺激（PEFMs）

　我々の研究グループは、PEFMs では MC3T3-E1 細
胞を増殖させ、骨芽細胞に分化促進させ、SV-HFO
細胞の増殖および BMP-2,-4,-5 の m-RNA 発現を早 図１：PEMFs が SV-HFO 細胞に対する遺伝子発現の影響

Abstract

·Biophysical·stimulations·by·heat,·pressure,·sound·waves,·electromagnetic·waves,·and·current·makes·the·
recovery·dysfunction·and·pain·relief,·the·tissue·healing.
·By·the·our·several·study·suggested·that·PEFMs,·CCEF,·and·LIPUs·for·dental·implant·therapy·may·promote·
osseointegration·more·early.
·LIPUs·to·dental·implant·early·load·treatment·by·multicenter·clinical·study·got·good·clinical·result.

期に増加させることを確認した。図１に PEMFs で
SV-HFO 細胞を刺激することにより 6、12 時間後の
BMP-2,-4,-5 遺伝子発現の増強を示した 2）。
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３．容量結合型電場刺激法（CCEF）

　CCEF では、ウサギ大腿骨、イヌ下顎骨に埋入した
インプラント体周囲の骨形成を促進させることなど、
in·vitro からin·vivo の実験において治癒促進するこ
とを証明した 3）。ビーグル犬下顎骨にインプラント埋
入後 2 週間の治癒期間後 30 日の咬合負荷を与えた実
験では、治癒期間中に CCEF を応用することにより
骨形成促進効果を認めた。約 3 カ月の治癒期間の実験
群と同等以上の骨形成を確認した（図２）4）。しかし
これらの刺激は 1 日あたり 4 〜 8 時間必要とし入院し
ている患者では可能であるが、口腔インプラント患者
は日帰り手術で当日から日常生活する事がほとんどで
ある。それゆえ、1 日あたりの治療時間が長いため患
者負担が多かった。

４．低出力パルス超音波刺激（LIPUs）

　1983 年に Duarte らが報告した LIPUs（低出力パル
ス超音波刺激）は一日 15 分で骨形成促進が報告され
ている生体物理刺激法である 5）。我々の研究グループ
は LIPUs によるインプラント治癒促進効果について
も研究を開始した。in·vitro において BMP-2 の遺伝
子発現の増加、in·vivo においては日本白色ウサギに
インプラント埋入し、2 週間の治癒期間の後インプラ
ント回転除去トルク値を測定すると LIPUs 照射群で
は回転トルク値の上昇を認めた。最大約 1.6 倍の回転

図２：CCEF 刺激後の咬合負荷による骨反応

図３：LIPUs によるインプラント回転除去トルク値の変化

図４：LIPUs による上顎洞挙上モデルによる骨形成促進効果

除去トルク値を確認した（図 3）6）。
　日本白色ウサギ背鼻道にβ-TCP 顆粒を填入し上顎
洞挙上実験モデルを製作した。LIPUs 照射した実験
群では対照群と比較しより多くの新生骨様組織を確認
することができた（図４）。

　インプラント早期荷重に LIPUs を応用した臨床応
用においては、滝川歯科医院・越智歯科医院・北海道
医療大学歯科内科クリニックの 3 施設において LIPUs
療法に同意の得られた 99 名の患者に対して 196 本の
インプラント埋入を行い平均治癒期間 7.7 週で 97.9％
の生存率（カプランマイヤー法）の臨床成績を得てい
る。その埋入部位の内訳を図５に示した。
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図５：インプラント早期荷重に臨床応用した LIPUs·

図６：筆者のインプラント治療と LIPUs

　私自身、上顎左側側切歯が歯根破折により保存不可
能と診断されたため。2013 年 3 月に同部に対し抜歯
即時インプラント埋入と骨移植を実施した。埋入翌日
より LIPUs を実施し治癒促進効果を体験した。現在
も良好に経過している（図６）。

５．まとめ

　PEFMs、CCEF、LIPUs をインプラント治療に応
用することにより治癒期間の短縮することが示唆され
た。特に LIPUs は短時間で良好な結果を得ることが
出来る生体物理刺激法である。
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抄　録

　生体物理刺激は、温熱、圧、音波、電磁波、電流などの物理
刺激を患者に与えることにより疼痛緩和や機能障害の回復、組
織治癒に有用である。PEFMs、CCEF、LIPUs をインプラン
ト治療に応用することにより治癒期間の短縮することが示唆さ
れた。インプラント早期荷重に LIPUs を応用した多施設臨床
応用試験においても良好な臨床成績を得ている。
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●特別企画Ⅱ：骨補填材を考える

独立行政法人物質・材料研究機構（NIMS）における人工骨の研究開発

菊池　正紀

Research and development of artificial bone in National Insntitute for 
Materials Science (NIMS)

Masanori Kikuchi

　物質・材料研究機構　国際ナノアーキテクトニクス研究拠点ナノライフ分野　生体機能材料ユニットバイオセラミックスグループ
　·National· Institute· for·Materials·Science,·World·premiere· Institute,· International·Center· for·Materials·Nano-Architectonics·

(MANA)·Nano-Life·Field,·Biomaterials·Unit,·Bioceramics·Group

Abstract

·Bioceramics·Group·of·National·Institute·for·Materials·Science,·Japan·promotes·bone·regeneration·materials.·
In·comparison·to·the·first·generation·bone·fillers·which·mainly·considered·mechanical·strength·and·have·
low·porosity,·we·had·been·successfully·developed·the·second·generation·bone·filler·which·has·controlled·
pore·structures,·i.e.,·porous·body·which·has·high·porosity·and·pore·interconnectivity·with·high·mechanical·
strength,·and·which·has·heterogenic·unidirectional·pores.··Even·more,·we·have·been·being·developed·the·
third·generation·bone·filler·materials,·hydroxyapatite/collagen·bone-like·nanocomposite·(HAp/Col),·which·
enhanced·osteogenic·activities·of·cells·as·well·as·metabolized·by·bone·remodeling·process.·They·have·already·
been·approved·by·Japanese·government·and·commercialized·in·Japan.·Among·them,·HAp/Col·porous·body·
has·sponge-like·viscoelasticity·in·wet·condition·and·revealed·drastically·higher·remarkable·efficacy·in·clinical·
trial·than·commercially·available·porous·β-tricalcium·phosphate·(β-TCP).·Especially·in·large·amount·of·implant,·
10-30·ml,·remarkable·efficacy·(revealing·osseous·continuity·around·whole·implant·site·and·whole·implant·site·
substituted·to·bone)·ratio·at·24·weeks·after·operation·was·71.4%·for·the·HAp/Col·porous·body·group;·however,·
0.0%·for·the·β-TCP·group.··In·addition,·drastic·enhancement·of·osseointegration·of·titanium·was·observed·in·
HAp/Col·coated·titanium;·thus,·further·investigations·of·potential·of·the·HAp/Col·as·well·as·applications·were·
expected.·We·wish·that·these·materials·also·support·good·quality·of·life·of·patients·in·the·dental·field.·

１．緒　言

　独立行政法人物質・材料研究機構は 2001 年の行政
改革において、旧科学技術庁傘下の研究機関のうち、
材料研究を進めていた金属材料技術研究所と無機材質
研究所が統合して設立された文部科学省管轄の研究所

である。設立時に材料の総合的な研究機関として発展
するという方向性が示され、有機系材料の研究者を
補強し、現在に至っている。省略名称としては物材
機構、あるいは英語名称である National· Institute· for·
Materials·Science の頭文字を取って NIMS が使用さ
れている。
　NIMS は、5 年前後で機構内の組織の大幅な改変が
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行われている。生体材料研究は、NIMS の設立当時
から一貫して主要テーマとして推進している。図１
はナノ材料と生体材料の研究のために建設された建
屋である。現在は MANA（International·Center· for·
Materials·Nano-Architectonics）棟と名称を変えてい
るが、生体材料研究者のほとんどがこの建屋で研究を
進めている。建屋内にはウサギまでの動物実験が行え
る設備と材料作製用と細胞培養用にクラス 10000 のク
リーンルームが 3 室ある。
　現在、生体材料関連のグループは生体機能材料ユ
ニット・生体組織再生材料ユニットに表１に示す 7 つ
がある。各グループの紹介はウエッブページ（http://
www.nims.go.jp/units/u_biomaterials/index.html）
をご参照されたい。
　筆者が所属するバイオセラミックスグループは設立
当初から主要なグループとして人工骨の研究を中心に
骨再生材料の研究を進めている。最近では組織工学的
手法を伴わないと再生医療と見なさない風潮が一部に
あるが、人工骨補填材は再生医療に直接関わるもので
ある。骨や神経などでは生体外での細胞培養等のいわ
ゆる組織工学的手法を採らない再生医療の歴史は古
い。例えば、骨補填材（自家骨移植を含む）は骨欠損
部に骨芽細胞を誘引して骨を再生する医療手技である
し、組織誘導再生法は、神経・骨・歯周組織などの欠
損部を薄い細胞非透過性の膜で覆うことで、瘢痕組織
の侵入を防ぎ、膜内部でそれぞれの組織を再生させる
医療手技である。筆者はこれを「受動的再生医療」と
定義づけることで、たとえ初期の用途が骨補填材で
あってもあくまでも再生医療用の為の材料を開発する

という視点での材料開発を進めている。このアプロー
チは、実用化にハードルの高い組織工学的手法を組み
合わせた「能動的再生医療」を材料開発の後段に置い
ておくことで、材料単体での実用化のハードルを下
げ、優れた材料を早期に患者に提供できるようにする
一方、全ての再生医療における基礎の一つである足場
材料の性能の底上げを進めている形になり、足場材料
としても高い性能を期待できる材料開発に繋がると考
えられる。本稿では、その中のバイオセラミックスグ
ループで進めている骨再生材料に関する研究について
解説する。

２．第 1 世代、第 2 世代の骨補填材

　1970 年代初めの Hench によるバイオガラス（SiO2・
CaO・Na2O・P2O5）と青木らによる水酸アパタイト

（HAp）セラミックスの発明は、バイオセラミックス
の発展に大きく貢献した。1980 年代には小久保らに
よる結晶化ガラスの発明も一世を風靡した．現在で
も日本の生体活性セラミックス研究のレベルは世界
的にも高い。日本では最初に市販された人工骨（骨
補填材）は、強度を重視し、細胞の侵入や多孔体内
部での骨組織の再生を副次的項目と考えていた気孔
率の低いものである。これらの素材は、HAp はもち
ろん、2 相性リン酸カルシウム（HAp とβ-リン酸三
カルシウムの複合セラミックス。Biphasic·Calcium·
Phosphate:BCP）や A-W グラスセラミックス等があ
る。これら強度を重視した骨補填材を第 1 世代とすれ
ば、1990 年代後半から 2000 年代にかけて日本で販売
開始された骨補填材は、第 2 世代と言うことができる。
つまり、第 1 世代とはコンセプトが違い、強度の重要

図１：旧ナノ生体棟（現 MANA 棟）の外観。

表１：NIMS の生体材料研究グループ
グループ名 扱う主素材 研究内容
複合化生体材料 有機高分子 環境応答性ポリマー・

DDS・組織接着剤
バイオセラミックス セラミックス リン酸カルシウム・ポリマー

との複合体
細胞－材料相互作用 細胞 材料による細胞機能発現の

検索など
高次機能生体材料 有機高分子 角膜材料など
生命機能制御 細胞 網羅的遺伝子解析による材

料評価など
バイオメタル 金属 生体用金属・吸収性金属
生体組織再生材料 有機高分子 組織工学用足場材料
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性がある意味低くなってきている。これらの特長を表
２に示す。
　1990 年代後半に表中のβ-リン酸三カルシウム（β
-TCP）多孔体のオスフェリオンが日本初の生体吸収
性骨補填材として販売開始され、またバイオペック
ス -R® が日本初の自己硬化型アパタイトセメントとし
て三菱マテリアル（株）（当時）から販売開始された。
さらに、自己硬化型アパタイトセメントのセラペース
ト®・セラタッチ® がそれに続いた。これら新機能を
持った材料によって、人工骨の市場は吸収性人工骨で
10 〜 20 億円程度、セメントで 10 〜 15 億円程度、合
計 35 億円程度拡大している。なお、バイオペックス
-R® は NIMS の前身の無機材質研究所で 1976 年に門
間らが発見したα-TCP の水和硬化反応を HAp 骨セ
メントに応用したものであり、オスフェリオン® は旧
通商産業省傘下の工業技術院（現経済産業省管轄の産
業技術総合研究所）の研究が元になっている。
　これらに続いて、2000 年代に入ると、ネオボーン®、
アパセラム®-AX、リジェノス®、スーパーポア® の市
販が開始された。このうち、ネオボーン® とリジェノ
ス® は NIMS の研究が元になって、人工骨分野と関係
の無かった企業が参入してきている。これらについて
は、次の節で詳しく解説する。

３．気孔構造を制御した HAp セラミックス

　高い気孔率と高い気孔連通性を持つことは、HAp
のような非吸収性あるいは遅吸収性の足場材料による
骨再生にとって、また細胞や組織，血管の侵入を容易
にすることなどで重要であると考えられる。しかし、

気孔率を高くすると強度が大幅に低下し、操作に注意
を要することになる。例えば、第 2 世代の中でもアパ
セラム®-AX 等は強度がかなり犠牲にされている。（つ
まり、顆粒をぎゅうぎゅうと詰めると、せっかくの気
孔がつぶれてしまう危険性がある）
　これらを解決するために、NIMS とコバレントマテ
リアル（株）では、均質な気孔径、高い気孔連通性と
ともに、75％前後の高い気孔率を持ちながら従来の気
孔率 65％前後の HAp 多孔体と同等以上の強度を持つ
材料の開発に成功した。これが、ネオボーン® である

（図２、販売元：（株）エムエムティー）。
　本材料は 2010 年には歯科への適用承認もされてお
り、血液の気孔への侵入性や、骨組織反応などが Bio-
Oss® よりも優れているという評価をされ 2）、国産の
セラミックスとしてはアパセラム®-AX と同様に歯科
でのさらなる使用が期待される。
　一方、NIMS・筑波大・クラレの三者共同で開発し
たリジェノス®（図 3）は一軸連通構造という異方性
構造であるものの、気孔にはほぼボトルネックが無い
という構造をしている。すなわち多くのセラミックス

図２：·高気孔率高連通性高強度水酸アパタイト多孔体人工骨ネオボーン ®

　　　の走査型電子顕微鏡像

図３：一軸連通性水酸アパタイト多孔体人工骨リジェノス® のマイクロCT 像

表２：第２世代骨補填材の特長
種類 特長 目的 市販材料（製造会社）

β-リン酸
三カルシウ
ム多孔体

生体吸収性
気孔連通性
高い気孔率

多孔体と骨
との完全な
置換

オスフェリオン®（オリンパス
テルモバイオマテリアルズ
（株））
スーパーポア®（HOYA
（株））

水酸アパタ
イト多孔体

高い気孔率
高い気孔連
通性

多孔体内部
での骨組織
の再生

ネオボーン®（コバレントマテリ
アルズ（株））
アパセラム®-AX（HOYA
（株））
リジェノス®（クラレ（株））

自己硬化型
アパタイト
セメント

注入可能性
賦形性

低侵襲手術
複雑な形状
の欠損に対
応

バイオペックス-R®（HOYA
（株））
セラペースト®・セラタッチ ®

（日本特殊陶業（株））
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多孔体では気孔が球状をしているものが多く、気孔同
士の連通部では球と球がある大きさの円を共有してい
る形になるため、連通径は気孔そのものの大きさより
小さくなり、ボトルネックができる。このボトルネッ
クの存在により、細胞などが侵入する際には余計な回
り道を強いられ、液体の浸入にも影響を及ぼしている。
このボトルネックが無いことにより、リジェノス® で
はインプラント時に細胞や組織の侵入が球状気孔を持
つ材料と比較して早いことや毛細管現象で 1cm 以上
の高さにわたって、血液が吸い上げられるように侵入
できることが分かっている。それによって骨形成速度
と欠損部の強度の早期回復が確認されている。

４．第 2.5 世代、第 3 世代の骨補填材

　前述の第 2 世代では、セラミックス材料の機能性（気
孔率、生体吸収性、賦形性など）を向上させることが
主目的であった。これに対し、第 3 世代の骨補填材で
は、第 2 世代の特長は活かしつつ、欠点を取り除き細
胞の機能をより積極的に発現させるような材料設計が
必要となってくる。具体的には表３に示すような新た
な機能が求められる。このうち、薬理機能については
骨形成に重要な役割を示す Si を HAp 構造中に固溶さ
せた材料が英国などで市販されている。また、Zn や
Mg などを固溶させたβ-TCP 材料の研究が盛んに進
められているが、いずれも第 2 世代の欠点のうちの一
つを何とかクリアしているだけであり、吸収速度、強
度・破壊靱性の向上、母床骨との密着性などは全く改

善されて居らず、第 3 世代への移行期にあたる第 2.5
世代とも言うべき材料であろう。この様な材料には他
に高分子とリン酸カルシウムの複合体がある。これら
のうち、合成高分子を用いたものは非吸収性のポリエ
チレンや、吸収性のポリ乳酸を用いたものが市販され
ている。機械的性質の面では骨に近いものが得られて
いるものの、改善点はそれに留まっていて、吸収性の
材料であっても吸収速度や骨形成とのカップリングは
十分でなく、第 3 世代というより、むしろ第 1 世代で
の欠点（機械的性質）を解決した第 2 〜 2.5 世代の材
料と言っても良いであろう。ただしこれらは骨補填材
としてではなく、むしろ非荷重部位の骨（耳小骨など）
への置き換え（非吸収性）や骨折固定具（吸収性）と
しての用途が主である。
　一方で、第 3 世代の骨補填材を目指して、対象臓器
である骨をモデルにする試みも数多くなされている。
すなわち、骨の主成分である HAp（正確には非化学
量論的炭酸含有 HAp）系セラミックスと I 型コラー
ゲンの複合体の合成や作製である。両者の単純な混
合物である Collagraft® やコラーゲンスポンジへ HAp
を析出させた Healos® などは既に海外で市販されてい
る。日本でも高研が HAp とコラーゲンの混合物であ
るボーンジェクト® を歯科用に販売している。いずれ
の材料もコラーゲン自体は牛や豚の皮膚から抽出して
いるため、生物由来材料特有の問題点である抗原性や
微生物などの混入の可能性があるものの、コラーゲン
の持つ、他の材料では認められない圧倒的な生体適合
性（細胞接着性など）とのリスクベネフィット比較に
より、人工骨に限らず医用材料として用いられている。
いずれリコンビナントのコラーゲンが安価に利用でき
るようになれば、より安全なコラーゲンを使用するよ
うになるであろう。
　さて、Collagraft® とボーンジェクト® はリン酸カル
シウムと単純な混合物であるため、骨に埋入した時の
組織反応はコラーゲンに対するマクロファージによ
る貪食と、HAp 系セラミックスに対する骨伝導の二
つが独立に進むことになる。特に Collagraft® ではセ
ラミックス相である BCP が少ないため、骨再生には
ある程度時間が必要となる。Healos® では予め作製さ
れたコラーゲンスポンジ上に HAp 相が厚くコーティ
ングされた構造を取っているため、初期の骨組織反応
は HAp に対するそれとほぼ同じだと考えられる。ま

表３：第２世代骨補填材の欠点と第 3 世代骨補填材に
　　　求められる機能

種類 欠　点 求められる機能
多孔質セラ
ミック骨補
填材

吸収速度・骨形成と材
料吸収のカップリング

骨形成と材料吸収の速度が協
調し、吸収置換される機能

強度・破壊靱性の低さ 高強度あるいは高破壊靱性
（粘弾性）

母床骨との密着性 気孔率を保ったまま、賦形性
を付与する等。（粘弾性の付
与など）

細胞の受動的機能発現
（骨伝導能のみ？）

薬理機能を持つイオンの導入
や薬剤などの担持機能の向上

自己硬化
型アパタイ
トセメント

生体吸収性 吸収性材料によるセメント
強度・破壊靱性の低さ 高強度あるいは高破壊靱性

（粘弾性）
細胞・組織侵入性 気孔の in·situ 形成
細胞の受動的機能発現

（骨伝導能のみ？）
薬理機能を持つイオンの導入
や薬剤などの担持機能の向上
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た、含水時の多孔体が余り柔軟性（粘弾性）を示さな
いことが予想される（少なくとも Collagraft® におけ
るようなコラーゲンスポンジのような粘弾性はどこに
も報告されていない）これらの先行開発物の問題点は、
ナノレベルでの骨類似性と HAp とコラーゲンの組成
比の両者を同時に達成できていない点であろう。ま
た、吸収性などに改善は認められるものの機械的性質
や細胞の機能発現の面から考えれば、Collagraft® も
Healos® もせいぜい第 2 世代の欠点の一つを解決して
いる程度に留まっており、第 2 〜第 2.5 世代の段階に
ある材料であると考えられる。

５．第３世代骨補填材水酸アパタイト／コラーゲン
　　骨類似ナノ複合体（HAp/Col）

　NIMS ではさらに優れた、真に第 3 世代と言えるよ
うな表３の多孔質セラミックス補填材で求められる機
能を達成した人工骨を目指し、骨類似ナノ構造と化学
組成を持つ水酸アパタイト／コラーゲン骨類似ナノ複
合体（HAp/Col）を開発した。3）本材料は水酸アパタ
イトを無機主成分としているため、体液環境ではほと
んど溶解しない。しかし、骨が破骨細胞によって吸収
されるように、本材料は破骨細胞によって吸収される
ことが示され、その吸収反応は材料が無くなるまで続
くことが確認されている。その吸収窩には骨芽細胞が
並んで新生骨を造り出しており、本材料は完全に骨リ
モデリングプロセスに取り込まれる材料であること
が明らかにされた。このように、合成された材料が
骨と同じように破骨細胞によってのみ完全に吸収さ
れ、更に新生骨に置換する例は、本材料以前には報告
されていなかった（HAp セラミックスの上に破骨細
胞が接着し、ごく一部を吸収するという報告や、培養
した破骨細胞で HAp セラミックスが吸収されるとい
う例はいくつかあった）ため、最初の論文では、「材
料を吸収しているので、いくらよく似ていても HAp/
Col を吸収している多核巨細胞は組織学的に破骨細
胞では無い」と査読者が言い張り、「破骨細胞様細胞

（osteoclast-like·cells）」と言い換えて審査を通した覚
えがある。しかし、本材料の報告以降β-TCP 等の吸
収も「破骨細胞」によると言う言い回しが定着してお
り、HAp/Col が吸収性骨補填材の概念を大きく変え
たことは間違いが無い。また、TCP 製品群は細胞の

働き無しでも一定の割合で自発的に吸収されることか
ら、材料の吸収と骨の形成のマッチングがずれやす
いと考えられるが、HAp/Col では HAp が体液に対し
て過飽和なため、マッチングはずれにくい。さらに、
HAp/Col の吸収速度はコラーゲンの架橋量によって
制御可能である。4）すなわち生体吸収性の面では、求
められる機能である「材料吸収と骨形成の協調機能」
を満たしたことになる。
　また、HAp/Col は線維として得られるため、ろ紙
のような透水性シート 5）や多孔体 6）等に成型できる。
これらはコラーゲン由来の粘弾性を保持していて、多
孔体や緻密体でも湿潤環境（使用環境）下で粘弾性を
示す。すなわち、破壊靱性という面では「実使用環境
下でほとんど破壊されない機械的性質」を実現したこ
とになる。特に多孔体の粘弾性は図４に示す通り、骨
補填材として骨欠損部の「母床骨との密着性が劇的に
改善」されており、さらに変形と復元の繰り返しによ
る血液や細胞などの迅速確実な気孔内へ導入が可能で
ある。これらは今後の発展が期待される、組織工学用
の細胞足場材料としても有効な機能であろう。
　それらに加えて、骨形成タンパク（Bone·Morphogenetic·
Protein:·BMP）7）や塩基性線維芽細胞成長因子（Basic·
Fibroblast·Growth·Factor:·b-FGF）8）の担持機能に優
れていることや、培養下での骨形成機能の活性化 9）、
破骨細胞分化機能の向上 10）など、「細胞の機能発現を
能動的に制御できる」という機能も有している。した

図４：·湿潤状態での水酸アパタイト／コラーゲン骨類似ナノ複合体多孔体
（スポンジ）の変形と復元の様子
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がって、第 3 世代骨補填材に求められる機能を充分に
満たしていることが分かる。
　さらに、HAp/Col 多孔体では HAp とコラーゲンの
質量比が 4：1 と骨より HAp の率が高めであり、か
つ気孔率が 95% とほとんどが気孔から成っているた
め、高価である一方生物学的安全性を 100% 担保しき
れないコラーゲンの使用量を、他のコラーゲン使用製
品と比較して極端に少なくしているのも特長である。
　本 HAp/Col 多孔体は HOYA（株）が吸収性骨補填
材として開発を進め、β-TCP を対照群とした臨床試
験を終了している。臨床試験を実施した四宮らの報告
11）によると、HAp/Col は 24 週後の著効率（補填部全
周にわたって骨性の連続が有り、補填部が全て骨に置
換した例を著効としている）において、β-TCP と比
較して群間差 20.6% で有意に高い事が明らかとなって
いる（Mantel-Haenzel 検定）。また、この著効率は術
後 4 週以降で有意に HAp/Col が高かった。興味深い
ことに、各 7 例ずつ行われた骨補填材を大量（10-30·
mL）に使用した症例では、HAp/Col が 24 週後に 5
例で著効であった（71.4%）のに対し、β-TCP では
著効例が無く（0.00％）、特に大量に骨補填材を使用
する場合は HAp/Col の方が圧倒的に有効である事が
明らかとなった。残念ながら、重篤な副作用として局
部感熱（1 例）や創部腫脹・発赤・浸出液の増加（2 例）
が HAp/Col にのみ認められたが、いずれも 7 週以内
に消失していた。パッチテストの結果、これらはコラー
ゲンに対するアレルギー反応では無く、単純な異物反
応であるとみられた。この様な一過性の副作用がある
ものの、圧倒的に優れた治療効果から、既に整形外科
領域で販売承認、保険適用を受け、リフィット® とし
て販売が開始された。開発者としては歯科領域でも優
れた効果を示すことを期待している。また、骨補填材
としての使用では無いが、チタンにHAp/Colをディッ
プコーティングする事で、チタンと骨の直接結合をバ
イオミメティックコーティング HAp などに比べて顕
著に早く誘導することが明らかとなっており 12）、矯
正歯科用の骨膜下デバイスへの応用を検討している。

６．NIMS における HAp/Col 骨補填材の開発か
　　ら臨床試験
　NIMS における HAp/Col 骨補填材の開発から臨床
試験、承認に至るまでの経緯は表４の通りである。

　人工骨の開発のうち、NIMS では骨類似のナノ複合
体が形成される材料合成の条件範囲や、その範囲内で
得られる材料の性状などを明らかにした。また、株化
細胞による細胞培養試験で、材料の生物学的機能性と
初期安全性のスクリーニングを行った。さらに、様々
な臨床用途に対応できるように、緻密体以外にも膜状、
多孔体、コア－シェル型などの形状制御を行うことに
成功した。
　それと平行して、東京医科歯科大学や日本大学生
物資源科学科などと共同でラット、ウサギ、イヌの
動物実験を行い、臨床に近い条件並びに極端に骨欠
損が大きい条件（イヌ脛骨 20·mm の完全離断骨欠損
に HAp/Col を補填し、リング式創外固定器で固定）
で HAp/Col の材料単体での骨再生機能を確認した。
また、臨床医が興味を持つと思われる、HAp/Col を
骨再生の足場としてだけでは無く、骨形成タンパク

（BMP）の担持材料としての機能も検討した。これら
に加えて、滅菌方法や生物学的安全性試験（外注）に
ついても初期検討を行い、技術移管先企業の募集を
行った。

表４：NIMS における HAp/Col 開発年表
年 できごと

1995 年頃 線維形成しやすいが抗原性の高い酸可溶化コ
ラーゲンをリン酸中に分散し、水酸化カルシウ
ム液に滴下することでコラーゲンの線維形成と
HApの沈着が同時に起こることを確認（広田ら）

1997 年 抗原性が低いが線維形成しにくいアテロコラー
ゲンを用い、骨類似ナノ構造を持つHAp/Col
合成及び緻密体作製に成功（同時滴下法の
開発：菊池ら）

1998 年〜 細胞培養試験及びラット、イヌを用いた動物実
験によるHAp/Colの生物学的機能の確認開始

（伊藤、菊池ら）
1999 年 HAp/Col の線維長の制御に成功（菊池ら）こ

れにより、様 な々形態を持つ材料の作製に目途
がつく

1999 年〜 2000 年 HAp/Colが骨リモデリング代謝に取り込まれるこ
と、rhBMP-2の担持材料として優れていること
が証明された

2001 年 HAp/Col の最初の論文が発行された
2002 年〜 企業への技術移管開始、企業はJSTとの委託

開発契約
2003 年〜 2005 年 実用化に関連する非臨床試験（対照機器との

比較含む）
2005 年〜 2006 年 治験（臨床試験）相談（2 回、事前面談 3 回）
2006 年 治験開始（対照機器オスフェリオン®、各 60

症例）
2011 年 薬事申請
2012 年 製造販売承認取得、保険適用申請
2013 年 保険適用承認、試験販売開始
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　その結果、国内企業 1 社（HOYA（株）（当時ペンタッ
クス（株）））と海外企業 1 社が名乗りを上げて下さっ
た。これには、材料の安全性、機能性について、企業
が実用化可能であると判断できるほどのデータを開発
者側である我々が提示していたからだと考えられる。
結局、国研の成果であり、かつ HAp に関する高い技
術を持っていると言うこともあり、国内企業への技術
移管が決定した。企業内では、スケールアップなどの
検討と同時に、改めてコラーゲンのスクリーニングや、
前臨床試験として治験申請に必要な HAp/Col の生物
学的安全性試験、動物実験などを改めて進めることと
なった。この時、幸いなことに（独）科学技術振興機
構の委託開発資金を獲得することができたため、企業
の開発リスクが小さくなることとなった。一方で、治
験申請が改正薬事法下の事案となったため、前述した
通り、吸収性骨補填材料として対照群を置く必要が生
じた。このため、症例数も総数で 130 例（各 65 例）
が必要となり、治験期間が予定より長くなった。治験
及び薬事申請に関しては、我々はタッチしていないた
め、苦労の詳細はほとんど分からないが、症例数が増
えたため途中で治験機関を 5 機関から 7 機関に増やす
など、相当に苦労されたと聞いている。また、生物由
来であるコラーゲンの安全性の担保方法の確立につい
ても苦労が多かったと思われる。なお、吸収性材料に
ついては，完全に吸収されるまでのフォローアップは
必須であるが、HAp/Col では試験期間である 24 週ま
でにレントゲン的にはほぼ 100％吸収置換されていた
例が多く、ポリ乳酸やβ-TCP など長期間（1 年単位
以上）にわたって残存する材料と比べると、フォロー
アップの期間は短くなりいくらかでも苦労が減ったの
ではないかと推察している。

７．結　言

　本稿で示した通り、NIMS では既にネオボーン®、
リジェノス®、リフィット® の 3 種類の人工骨を市場
に送り出している。最初の二つは HAp であり多少上
市のハードルは低いものの、新規の会社が人工骨に目
を向けてくれたという点では、日本のバイオセラミッ
クス全体にとって良いことだと考えている。また、リ
フィット®（HAp/Col）については、既に人工骨を自
社で製造販売しており、その改良型（第 2 世代）を自

社開発（当時）している会社が第 3 世代として製品化
を引き受けてくれたことに力強さを感じる。研究者に
とって、従来と比較して 1 割や 2 割の骨形成能を初め
とする性能向上は確かに重要であり、次に繋がる研究
ではあるが、実用化の観点からすると、性能では最低
50％の向上やこれまで全くなかった利点があるなどの
傑出した特徴が無ければ、特に日本での製品化は難し
い現状にある。幸い、我々のグループでは、医師、歯
科医師などとのディスカッションで使用者側から見た
利点などの情報を得ることができ、製品化に繋がった
と考えられる。一方、本稿では紹介しなかったが、性
能等の面での評価はかなり高かったものの、市場の大
きさや経済状況の関係で商品化を断念した材料もある

（組織誘導再生、特に 1·cm 角以上の巨大な骨欠損の
再生が可能な骨誘導再生用β-TCP ／ポリ乳酸系共重
合体複合体膜 13））。この材料についても、歯科医師の
先生方から新しい応用の可能性など、ご意見をいただ
ければ幸いである。
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抄　録

　（独）物質・材料研究機構バイオセラミックスグループでは、
骨再生材料の開発を進めている。第 1 世代の強度を主眼とした
低気孔率材料に対し、気孔率の向上と組織侵入性を改善した第
2 世代の骨補填材料として、気孔構造を制御した水酸アパタイ
ト系セラミックス材料、すなわち高い気孔率、気孔連通性と高
い強度を両立した多孔体や異方性の一軸連通気孔性多孔体を開
発し、さらに細胞の機能を活性化し、生体内で骨リモデリング
代謝される高機能性の第 3 世代の水酸アパタイト／コラーゲン
骨類似ナノ複合体（HAp/Col）を開発している。これらは企
業への技術移管を終え、既に国内で市販されている（うち一つ
は歯科への適用済み）。これらの中で、HAp/Col からなる多孔
体は湿潤状態でスポンジ状の粘弾性を持ち、整形外科での臨床
試験での成績も市販のβ- リン酸三カルシウム（β-TCP）多孔
体よりも良い。特に 10-30·ml の補填量では 24 週後の著効（補
填部全周にわたって骨性の連続性がありかつ補填部が全て骨に
置換している状態）率がβ-TCP の 0% に比べて 71.4% と圧倒
的に優れている。最近では、HAp/Col コーティングがチタン
へのオッセオインテグレーションを顕著に向上させるという

データが得られており、更なる HAp/Col の潜在能力の検討と
応用が期待できる。これらの材料が、歯科治療においても患者
の役に立つことを期待している。
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骨補填材の up-to-date　－バイオインテグレーションする骨補填材のすすめ－

松野　智宣

Up to date of bone substitutes
– Recommendation of biointegrated bone substitute –

Tomonori Matsuno

　日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座
　Department·of·Oral·and·maxillofacial·Surgery,·The·Nippon·Dental·University,·School·of·Life·Dentistry·at·Tokyo

Abstract

·Recently,·many·systematic·reviews·regarding·bone·augmentation·of·dental·implant·therapy·using·autologous·
bone·and·bone·substitutes·have·been·reported.·From·the·evidence·of·Cochrane·review·of·Esposite·et·al,·some·
bone·substitutes·could·be·a·preferable·alternative·to·autologous·bone.·On·the·other·hand,·some·excellent·bone·
substitutes·were·developed,·and·dental·approval·substitutes·were·increased·in·Japan.·Therefore,·we·evaluated·
the·characterizations·about·novel·super·porous·hydroxyapatite·(Apaceram-AX)·granules·and·conventional·solid·
HA·granules·(Osteograft·S-D).·In·SEM·figure,·Apaceram-AX·consisted·of·macro·porous·(50~300·μm),·three-
dimensionally·interconnected·pores·(50~100·μm),·and·micro·pores·(0.5~10·μm).·These·multiplex·pore·structure·
showed·a·high·water·absorbing·speed,·a·large·water·content·volume,·and·a·big·surface·area.·Consequently,·
Apaceram-AX·showed·significantly·high·cell·adhesion,·cell·proliferation,·and·differentiation·than·Osteograft·
S-D.·These·findings·suggested·that·a·large·quantity·of·new·bone·are·formed·into·the·pores,·and·promotes·
biointegration·against·HA·surface·implant.

１．はじめに

　抜歯 6 か月後の歯槽頂は水平的に 3.79±0.23·mm、
垂直的には頬側で 1.24±0.11·mm 減少することが報告
されている 1）。また、歯槽壁の垂直的な骨吸収は舌側
に比べ頬側が著しいため、歯槽頂は口蓋あるいは舌側
に移動する 2）。その後も、上顎では 1 年間で 0.1mm、
下顎では 0.4mm の割合で吸収が続く 3）。したがっ
て、インプラント治療において、骨再生誘導法（GBR:·
Guided·Bone·Regeneration）やサイナスフロアエレ

ベーション、あるいはソケットプリザベーションなど
が必要に応じて行われている。
　これまで、このような処置に用いる骨移植材のゴー
ルドスタンダードは自家骨とされてきた。しかし、骨
造成に関するランダム化されたさまざまな臨床試験な
どから牛骨由来や合成アパタイトなどの骨補填材が自
家骨移植と同等、あるいはそれ以上の有用性を示すこ
とも明らかになってきた。さらに、近年では優れた合
成アパタイト系の骨補填材も開発され、我が国では特
定保険医療材料として保険適用が拡大している。
　そこで、今回は三次元連通気孔を有するいわゆる第
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2 世代の Hydroxyapatite（HA）と従来型のソリッド
タイプの第 1 世代の HA を材料学的、生物学的に比
較検討した。

２．研究材料について

　今回、研究に用いたのはアパセラム -AXとオステオ
グラフトS-D で、ともに製造元は株式会社 HOYA（発
売元：京セラメディカル株式会社）である。表１にそれ
ぞれの粒径・気孔率・圧縮強度（メーカー公表値）を示す。
粒径はともに1.0mm 以下であったが、全体的にみると
オステオグラフトS-Dの方がやや小さな粒径であった。
　また、ブロック体での圧縮強度はアパセラム-AX
は 0.7·MPa で、オステオグラフト S-D（15·MPa）の
1/20 以下であった。しかし、アパセラム-AX をウサ
ギ大腿骨への埋入した実験では、圧縮強度が 1 週後
一時的に低下したが、2 週以降は徐々に上昇し、5 週
でピーク（約 12.5MPa）となり、その後も海綿骨の 2
〜 3 倍の強度を保つという報告もある 4）。また、通常
のインプラント臨床においては、顆粒タイプの骨補填
材が用いられる。そのため、GBR であれば圧縮強度
よりも気孔率の方が重要となり、顆粒の間隙や気孔内
部に形成された新生骨とともに既存骨と一体化するこ
とで局所に再生誘導された骨として機械的強度が高ま
る。
　次に気孔率であるが、これもブロック体としての気
孔率を示している。アパセラム-AX は約 85% という
非常に高い気孔率を示している。一方、オステオグラ
フト S-D は気孔率が 40% とアパセラム-AX の 1/2 以
下であり、緻密でソリッドな構造である。骨の前駆細
胞が骨補填材の気孔内へ侵入する最適な気孔径は 100
〜 200·µm とされている 5,·6）。そのため、ブロックの
深部への新生骨形成はアパセラム-AX が有利となる
が、オステオグラフト S-D ではおもにブロック周囲
を被覆するように新生骨が形成される。ただし、前述
したようにインプラント治療においては、ほとんど顆
粒が使用されるため、顆粒一粒の気孔率が重要となる。
つまり、顆粒そのものも多孔性で、かつそれらがオー
プンポアとなって連通していれば、血液が浸透しやす
く、骨形成を担う前駆細胞も顆粒深部にまで侵入でき、
血管の新生とともに、細胞が増殖・分化しやすい足場
となる。

３．研究結果とその考察

１）材料学的特徴
　図１に顆粒タイプの SEM 像を示す。各顆粒のサイ
ズや形態、気孔の有無、あるいは表面の微細構造など
の違いが細胞の接着や増殖・分化に影響を及ぼす。
　アパセラム-AX には 50〜300·µm のマクロ気孔があ
り、その表面には三次元的に連通した 50〜100·µm の
連通孔、さらにより小さな 0.5〜10·µm のマイクロ気
孔が確認できる。これらの多彩でユニークな多重の気
孔構造により血液が速やかに顆粒内部に浸透し、血管
新生や新生骨の形成が気孔内部にまで拡がるのであ
る。また、このような気孔構造により表面積も大きく
なるため、細胞接着にも有利に働き、多量の新生骨形
成が期待できる。なお、このような連通した気孔を有
する高気孔率の第 2 世代の HA は、アパセラ-AX の
他にネオボーン（製造元：コバレントマテリアル株式
会社、販売元：エム・エム・ティー）がある。
　一方、オステオグラフト S-D にはそのような連通
した気孔は存在しない。顆粒表面はところところで陥
凹しているが、オープンポア構造ではない。そのため、
顆粒自体の気孔率も低い。また連通孔やマイクロ気孔
のない緻密なソリッド構造であるため、表面積も小さ
く、顆粒内部への新生骨形成はほとんど期待できない。
以前から用いられてきた多くの HA もこのような第 1
世代の HA である。ただし、微細な表面構造はとも
に凹凸不整の粗造面であり、類似していることが強拡
大の SEM 像でわかる。
　図２に乾燥時における同一サイズ（10 × 10 × 10·
mm）の HA ブロックへの吸水試験結果を示す。0.5·
mL の色素液を滴下したが、アパセラム-AX は全量吸

表１：各HAの粒径・気孔率・圧縮強度（カタログデータより）
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水したのに対し、オステオグラフト S-D の吸水量は
少なく、ブロック体の外に流出してしまった。それぞ
れの含水率を定量すると、アパセラム-AX は約 60％、
オステオグラフト S-D は約 10％でアパセラム-AX の
含水率が有意に高かった（図３）。これは気孔率のみ
ならず、三次元に連通した気孔とマイクロ気孔による
毛細管現象が含水性のみならず親水性（ぬれ性）を高
めていると考えられる。
　なお、臨床で顆粒タイプのアパセラム-AX を用い
るときは、生理食塩水などで気孔内の空気を脱気して
から填入すると、連通孔やマイクロ気孔内部への血液
浸透速度が早まる。いずれにしても、骨補填材は血液
などが速やかに内部に浸透・拡散し、さらに吸水容積
が高いものが望ましい。

２）細胞培養実験
　マウス骨芽様細胞（MC3T3-E1）を用いて、それ
ぞれの HA 顆粒を足場として細胞の増殖・分化を比
較した。図４にその培養方法を示す。24·well 内に
MC3T3-E1 を播種し、コンフルエントになるまで培
養した後、細胞上に同等の体積量のHA顆粒を静置し、
細胞の顆粒への接着状態を観察し、増殖と骨分化を定
量した。
　図５に培養 1 日目の SEM 像で示す。どちらの顆粒
にも初期接着した細胞が確認でき、親和性が認められ
る。しかし、オステオグラフト S-D と比較してアパ
セラム-AX は顆粒表面や気孔内部にまで細胞が多量
に接着しているのが認められる。これはアパセラム
-AX 表面のマイクロ気孔、親水性や表面積、微細な
構造の違いなどが影響したと考えられる。
　初期接着の違いはその後の細胞増殖にも反映され
た。図６に示すように、培養 3 日目以降で細胞増殖能
有意差が認められ、アパセラム-AX は 14 日目まで増
殖していたが、オステオグラフト S-D は 10 日以降ほ
とんど細胞増殖がみられなかった。これは初期接着の
みならず、細胞が侵入しやすく、さらに増殖に適した
環境をアパセラム-AX が提供していたためと考えら
れる。
　図７には骨分化誘導培地での骨分化能をアルカリ
フォスファターゼ活性で検討した結果を示す。7、14
日目では両者に有意差が認められなかったが、21 日
目でアパセラム AX はオステオグラフト S-D よりも
有意に高い骨分化能を示した。細胞増殖の高さが骨分
化にも影響しているが、顆粒内のさまざまな気孔構造
が骨分化を促進したとも考えられる。

図１：各 HA の SEM 像

図２：各 HA の吸水試験（左：アパセラム-AX、右：オステオグラフトS-D）

図３：各 HA の含水率　（＊ p<0.01）

図４：細胞培養方法
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４．論文的考察

　インプラント臨床に用いられる代表的な骨補填材に
は、牛骨由来の Bio-Oss や HA と同じ合成アパタイト
のβ-tricalcium·phosphate（β-TCP）などもある。β
-TCP は生体内で速やかに吸収され、次第に自家骨に
置換していく生体吸収性の骨補填材である。
　一方、Bio-Oss と合成の HA は一般的には生体非

吸収性とされている。しかし、Bio-Oss とアパセラム
-AXは骨の本来のリモデリングに伴い非常にゆっくり
ではあるが破骨細胞によって吸収され、その後新生骨
に置換される吸収性の骨補填材なのである。Sartori
らはサイナスフロアエレベーションに用いた Bio-Oss
が、8 か月間で 29.8％、20 か月間で 69.7％、10 年間
では 86.7％も新生骨に置換したと報告している 7）。ま
た、Yamasaki らはウサギ大腿骨に合成 HA のアパセ
ラム-AX とネオボーン、β-TCP のオスフェリオンを
埋入し、経時的に比較した 4）。その結果、オスフェリ
オンは 2 週から吸収しはじめ、6 週以降で有意に吸収
が進み、48 週での 3D マイクロ CT では形成された新
生骨とともに完全に消失していた。一方、アパセラム
-AX は 12 週に有意な吸収があったが、48 週でも新生
骨を含めた Bone·volume は維持されていた。2 週目
以降、いずれの表面にも破骨細胞陽性エリアが有意に
増えていたが、オスフェリオンはこれらの破骨細胞に
よる吸収速度が非常に早かったと考えられる。しか
し、アパセラム-AX の破骨細胞による吸収速度は遅
く、本来の骨のリモデリング速度と調和し、材料の吸
収と骨の添加のバランスがとれていたのではないだろ
うか。なお、同じ第 2 世代の HA であるネオボーン
には破骨細胞陽性エリアがほとんどなく、材料の吸収
性変化が 48 週でも認められなかった。このようにア
パセラム-AX は Bio-Oss と同じようにリモデリングす
る HA なのである。

５．展　望

　今回示されたアパセラム-AXの材料的特徴や生体適
合性、さらに in·vivo での報告による骨と一体化した
リモデリングによって進行する自家骨への置換などか
らインプラント臨床における骨補填材を考えると、ア
パセラム AX は非常に優れた合成 HA であることが
示唆された。アパセラム-AX は既存骨および新生骨
とのバイオインテグレーションに優れているが、HA
インプラントとのバイオインテグレーションにも優れ
ていることは疑う余地はない。この点も含め我々は基
礎的研究を進めているが、国内外で多くの臨床研究が
行われ、Bio-Oss にも匹敵するエビデンスを期待した
い。

図５：各 HA の初期細胞接着の SEM 像（培養 1 日目）

図６：各 HA の細胞増殖能

図７：各 HA の骨分化能　（＊ p<0.05）
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抄　録

　近年、インプラント治療の骨造成における自家骨移植と骨補
填材に関するシステマティックレビューが数多く発表されるよ
うになった。コクランレビューでのエビデンスとして、いくつ
かの骨補填材は自家骨移植の代替になることが示された。また、
我が国でも優れた骨補填材の開発が進み、歯科適応のある骨補
填材も増えた。そこで、現在注目されている三次元連通気孔を
持つ高気孔率の第 2 世代の合成ハイドロキシアパタイト（ア
パセラム-AX）顆粒と、従来からの緻密でソリッドな第 1 世代
HA（オステオグラフト S-D）顆粒を材料学的、生物学的に比

較した。その結果、アパセラム-AX には 50〜300·µm のマクロ
気孔、その表面の三次元的に連通した 50〜100·µm の連通孔、
さらにより小さな 0.5〜10·µm のマイクロ気孔がある。これら
の多重気孔構造により吸水速度や含水率に優れ、さらに表面積
も大きくなる。そのため、初期の細胞接着にも有利に働き、細
胞増殖や細胞分化がオステオグラフト S-D に比べ有意に高値
を示した。これによって、アパセラム-AX 顆粒の気孔内部に
も多量の新生骨が形成され、HA インプラントとのバイオイン
テグレーションを促進させることが示唆された。
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●特別企画Ⅱ：骨補填材を考える

BioOssの臨床研究と生化学

川原　大

Clinical research and biochemistry of BioOss

Dai Kawahara

　臨床器材研究所
　Institute·of·Clinical·Materials

Abstract

·BioOss,·one·of·the·most·well·known·as·a·xenogenic·bone·graft·materials·with·clinico-scientific·evidences,·
has·been·used·in·dental·implant·practice.·Many·clinician·has·been·accepted·BioOss·because·its·pathogen·
transmissible·risk·reduction·by·heat·treatment.·Since·Japanese·Ministry·of·Health,·Labour·and·Welfare·
approved·this·material·in·the·end·of·2011,·it·is·considered·as·a·recommendable·for·bone·graft·substitute.·
However·potential·risk·such·as·infectious·prion·or·environmental·toxic·element·transmission·from·the·breeding·
soil·are·possibly·remaining.·These·concerns·are·not·completely·eliminated·at·this·time.·Detail·information·
related·with·BioOss·is·discussed·in·this·article·from·biomedical·materials·research·standpoints.

１．骨移植材料としての BioOss の有用性

　骨移植材料としての BioOss の有用性に注目した論
文は多く、内外でもその有用性は広く認められている。
本稿執筆時における MEDLINE データベースにおい
ても、そのヒット数は 745 件に達する。歯科用インプ
ラントとの併用に関する論文数はその過半数の 396 件
に達し、脱灰凍結乾燥同種移植骨（以下 DFDBA と
略す）の 148 件と比較すると 2.7 倍で、Bio-Oss の関
心の高さがうかがえる。また systematic·review は 20
を超えるが、わが国では同製品の販売開始が 2011 年
末であったため、·臨床における事実が先行している。
本稿ではインプラントに関連した欧米諸家の BioOss
の調査結果を整理してみたい。また、BioOss の製造
工程の詳細については明らかにされていない部分も多

いが、脂肪成分や抗原性の強い細胞を取り除くための
ステップとして、有機溶媒への浸漬と低調溶液によっ
て細胞内容物の抽出を行い、とくに抗原性の強いタン
パク質に対してはペプチド系有機化合物の抽出のため
に強アルカリ処理を経て、300℃の加熱処理が行われ
ている。本稿ではこの点にも注目し、著者らの行った
分析結果を加えて生化学的観点から考察してみたい。

２．Systematic Review の整理

　上顎洞底挙上術における BioOss の利用方法は基本
的には自家移植でも骨代替材料でも基本的には差が
ない。大別して crestal·approach と lateral·approach
の 2 法に大別されるが、前者では上顎洞底をインプ
ラント体の埋入窩よりスポット状に osteotomy して
挙上し BioOss を填入するが、lateral·approach は正
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確に表現すれば上顎洞底は挙上せず、上顎洞の外側壁
より開口した孔より BioOss を填入し、上顎洞底上に
BioOss を築盛して新しい上顎洞底を創り出す手法で
ある。
　歯科用インプラント分野における systematic·
review·の中から BioOss に関する結論のあるものを抽
出して表１に整理した。Esposito·M らは 2006 年 1）と
2008 年 2）の二度にわたって BioOss に関連した結論を
報告をしている。両報告で重複した結論は以下の二点
である。また結論部分には症例と調査期間の不足をあ
げ、偏った所見が内在しているリスクを否定していな
い。
・·BioOss は Cerasorb とともに高度に萎縮した上顎洞

に対して上顎洞底挙上術を行う際に自家骨を代替し
うる。

・·新鮮抜歯創への単独即時埋入では BioOss はバリア
メンブレンと併用するとメンブレン単独よりも辺縁
歯肉の位置をより高位にした。

　Bjarni·E らの 2008 年の報告 3）では、多種類の骨代
替材料の比較検討も調査対象にされ、BioOss を使用
した報告も含まれているが、骨代替材料を比較する
には十分な統計学的なデータを得るためのランダム
化臨床トライアル（以下 RCT と略す）が欠落してい

ると述べている。これに対して Jensen·T らの総説で
は BioOss と自家骨を混合した上顎洞底挙上手術（以
下、MSFA）では、BioOss と自家骨を混合しても、
しなくてもその臨床結果に差異はないと結論づけてい
る。やや長期間の症例報告を含めた Aghaloo·TL らの
review では MSFA に対しては BioOss 単独の使用成
績がもっとも良好であったと述べられているものの、
alveolar·ridge·augmentation においては、テクニック
と術者の経験値によりセンシティブであり、インプラ
ントの生存率が骨代替材料の種類よりも、インプラン
トを支持する既存骨の状態に影響を受けると述べてい
る。したがって、少なく見積もっても MSFA に対す
る BioOss の予見可能性の高さは確立しつつあるもの
と見なしうる。ただし、いずれの報告でも評価する側
の偏見の内在を否定していない点には注意を要する。
このような点を十分に認識した上で BioOss を使用す
べきであろうことを付言しておきたいと思う。

３．BioOss の生物学的な安全性

１）自家移植の優位性
　基本的には骨移植材料としては自家骨が gold·
standard としての扱いを受けており、臨床歯科医師

表１：PubMed で検索された代表的なインプラント関連の Systematic·Review 上での BioOss に関する結論の要約

著　者 報告年 結　　　　論

Esposito·M·1） 2006
骨代替材料（BioOss または Cerasorb）は萎縮した上顎洞に対して行われる上顎
洞底挙上術に使用される自家骨を代替しうる。
BioOss と遮断膜で処置された部位の辺縁歯肉の位置は遮断膜単独で処置された
場合よりもより高位を示す。

Esposito·M·2） 2008

骨代替材料（BioOss または Cerasorb）は萎縮した上顎洞に対して行われる上顎
洞底挙上術に使用される自家骨を代替しうる。
BioOss と遮断膜で処置された部位の辺縁歯肉の位置は遮断膜単独で処置された
場合よりもより高位を示す。
骨形成タンパクは BioOss とともに使用すれば骨の形成を促進することが可能で
ある。

Bjarni·E·3） 2008 種々の骨移植材料を比較するための十分な統計学的な強さをもつ無作為臨床治
験がない。

Jensen·T·4） 2011 上顎洞への骨移植に際して，BioOss 単独でも、BioOss と自家移植の混合でも差
異はなく、いずれも使用可能であった。

Aghaloo·TL·5） 2007

自家移植または自家移植との混合部位に埋入されたインプラントの生存率は
92% であり、同種移植もしくは同種移植と自家移植以外の移植材料と混合され
た場合のそれは 93.3%、人工材料もしくは人工材料と異種移植材料を混合した場
合のそれは 81% で、異種移植材料のみの部位に埋入された場合のそれは 95.6%
であった。
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もこれを当然のこととして受け止められている。しか
しながら、自家移植における骨採取は術後の合併症
の頻度を高めることもわかっている。Koike·H らによ
ると自家移植をともなわない症例の合併症の発現頻
度は 50%（16 症例中 8 症例）であるが、自家移植を
行った症例では合併症の頻度は 80%（16 症例）であっ
た 6）。合併症の種類としては、手術侵襲エリアの拡大
にともなう感染機会の増加、術後の疼痛発現期間や出
血の延長、腫脹の増大や腫脹期間の延長、神経麻痺な
どが発現している。また Kuremoto·T らの報告 7）で
も、自家移植をともなうインプラント埋設術 10 症例
における合併症の発現頻度は 50% に達している。さ
らに、前述の Esposito·M らの報告 1）でも自家骨を
使用した術式は合併症の頻度が高く、他の RCT·8）や
systematic·review でも指摘されている 9）。骨代替材
料がこれらの合併症と疼痛の緩和に有用であることは
明白で、自家移植を gold·standard として扱う姿勢は
いささか短絡的であると認識すべきであろう。

２）同種移植骨の生物学的安全性
　BioOss と同様に多くの歯科医が同種移植骨を使用
している。しかしながら、死体の組織を不正に確保す
るケースが表面化している 10）。一例をあげると、東
欧で月に 1000 を超える人体組織が盗まれたことが判
明しており、運搬先は米国で株式上場もしている企業
であった。この事実は 2012 年 7 月 19 日の朝日新聞
朝刊にも掲載された。さらに、2012 年 11 月の FDA·
Safety·Communication の勧告 11）で、DFDBA の微生
物汚染の評価が不十分であることが判明した。このよ
うに同種移植骨は安全性に対する倫理観の欠落したビ

ジネスの介在を許している実態がある。

３）BioOss と狂牛病
　Geistlich 社は BioOss の製造工程で病的プリオン
の消長が確認されるかどうかを検証した。その結果、
BioOss はその製造工程において強アルカリ処理過程
でプリオンが検出されなくなることを確認した。文献
上も 30 分から 120 分の 1-2M·NaOH 処理で、その感
染性は十万分の一に減じられ、さらに有機溶媒による
脱脂過程で一千万分の一以下のレベルにまで低下する
と述べている。ハムスタープリオンの感染性が 160℃
1 時間で十万分の一以下に、360℃では一千万分の一
以下にそれぞれ減じることから、300℃で 10 時間以上
の加熱処理は10-5.3 から 10-7.3 以下に減じられる（表２）。
これらを総じて BioOss のプリオンの感染性は少なく
とも 100 億分の一以下になると文献上の値から見積
もっている。Wenz·B らは BioOss から狂牛病の伝播
は起こりえず安全であると断言している 12）。
　しかし、Kim·S·13）は Wenz らの報告でのタンパク
質の検出方法が感度の劣る方法であったことなどか
ら、ウシ焼成骨中に残存するプリオンの不活化に関す
る研究は不十分で確証は得られていないと指摘してい
る。

４）著者らの生化学的な分析結果から
　著者らの各種骨代替材料の熱重量分析（TG）の結
果 14）によると BioOss の加熱による重量の減少は、焼
結されたハイドロキシアパタイト（以下 HAP）とほ
ぼ同等であるが、1000℃までの加熱過程でおよそ 10%·
重量が減少するため、水分や炭酸ガスの離脱以外の

表２：BioOss の製造過程で文献上の理論値から算出される病的プリオンの感染性の減弱 12）

Treatment Treatment Time Infectivity Reduction
Strong·Alkaline

1-2M·NaOH 30-120·min. 1/105

Organic·Solvent
0.1%·Phenolic·solvent·/·0.05%·hexylene·glycol 16·hrs. 1/107.4

Heating
160°C
360°C
300°C

1·hr.
1·hr.

>·10·hrs.

1/105.3·*
1/107.3·*

<·1/105.3·-·1/107.3

Sum 1/1010.3·-·1/1019.7

*·Results·obtained·from·hamster·prion
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有機物の残存が示唆される。しかし、DFDBA のよ
うな非加熱の骨代替材料ではブタ凍結保存骨同様に、
BioOss よりもはるかに多くの有機物が内在している
と見なされるため、BioOss の未知の病原体伝播のリ
スクははるかに低い骨代替材料であると言えよう。一
方、フーリエ変換赤外分光分析（以下 FTIR）におい
ては、BioOss のスペクトルは HAP に酷似しており、
同等の生体反応を期待しうるが、同時に、加熱処理に
よって生体反応の媒介に重要な有機化合物のバンドの
いくつかの消失が認められる。このことは骨の再生に
有利な chemical·mediator の質的、量的な消失を意味
すると解される。DFDBA では非加熱ゆえに生体の骨
との類似性を残しているため、自家骨と同質の骨再生
効果を期待しうる場合もあるかもしれないが、ドナー
となるご遺体の状態（死亡時の年齢や全身状態など）
にも影響をうける性質とみなすべきであろう。すなわ
ち、BioOss は加熱処理によって未知の病原体伝播の
低減を担保しつつ、個体差をなくして、品質の一様性
につとめて、製品の予見可能性を高めていると見なし
うるであろう。

４．最後に

　現時点で、Geistlich 社はプリオンの伝播のリスク
に対して、狂牛病が報告されていないオーストラリア
のウシを原料とし、脚の部分から骨採取を行うことに
よって、さらなるリスク回避につとめているとアナウ
ンスを行っている。しかしながら、今後、環境汚染が
ウシを飼育している土壌中の微量元素にも影響がおよ
ぼすことは考慮しておかねばならず、すぐれた合成材
料によってこのような懸念を払拭する必要がある。
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naco,·319,·62,·May·2-4,·2013.

抄　録

　BioOss に 関 し て は 学 術 的 に は 20 を 超 え る systematic·
review·が公表されており、歯科用インプラントと併用される
骨代替材料としては臨床科学的な知見がもっとも豊富な生体材
料である。高温加熱処理がほどこされ、病原体伝播のリスク低
減がなされており、多くの臨床家によって使用されてきた。現
時点でも推奨しうる骨代替材料であり、2011 年末にはわが国
でも販売認可が得られている。しかしながら一方で、異常プリ
オン残存の可能性や動物が飼育されていた土壌に由来する有害
元素の移行を懸念する指摘もあり、これらの懸念を完全に払拭
するには至っていない。本論文では BioOss·のこれまでの知見
を生体材料学的見地から詳述した。
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●特別企画Ⅱ：骨補填材を考える

β-TCP の臨床応用について、セラソルブ M の臨床的有効性の一考察

先崎　秀夫

Clinical application of β-TCP : Clinical efficacy of CERASORB®M

Hideo Senzaki

　医療法人　仁友会　日之出歯科
　Hinode·Dental·Clinic

Abstract

·The·autogenous·bone·grafting·is·the·best·method·in·the·bone·regeneration·therapy·for·complicated·bone·
defects·such·as·periodontal·surgery·or·implant·surgery.·However,·it·holds·various·problems·to·surgical·stress·
and·the·quantity·of·bone·harvest.·As·the·solution·for·those·problems,·we·think·it·is·effective·to·use·the·bone·
filling·material.
·On·May·of·2012,·the·CERASORB®M,·the·pure·phase·β-tricalcium·phosphate,·was·approved·as·the·dental·
artificial·bone·material·supplementation·in·the·Pharmaceutical·Affairs·Law.·The·purpose·of·our·study·in·the·
periodontal·surgery,·surgical·endodontic·treatment·and·implant·surgery·is·to·examined·abut·the·characters·of·
giving·shape,·handling,·maintaining,·non-outflow,·replacement·time·to·bone,·radiolucent,·and·organized·affinity·
whether·it·is·effective·the·recovery·of·morphology·and·function·of·the·bone·defect.
·Among·the·period·from·May·of·2012·to·May·of·2013,·90·cases·was·carried·out·bone·regeneration·treatment·by·
CERASORB®M·in·the·Hinode·Dental·Clinic.·In·the·90·cases,·five·cases·that·consented·our·study·were·reported·
in·the·present·study.··
·As·a·result,·in·the·inlay·graft·of·the·alveolar·bone·defect,·it·was·suggested·that·CERASORB®M·which·was·
mixed·with·autogenous·bone·can·be·a·work·of·the·scaffold·and·the·carrier·of·the·cells·and·growth·factors·in·
safety.
·Although·CERASORB®M·about·the·absorption·and·the·substitution·to·bone·tissue·was·uncertain,·it·is·thought·
that·the·bone·regenerative·organization·will·be·required·from·six·months·to·one·year·clinically.

１．緒　言

　歯周外科治療やインプラント治療などにおいて複雑
な骨欠損に対する骨再生治療には、自家骨移植がゴー
ルデンスタンダードとなっている 1）。しかし、採取部

位への外科的侵襲や採取する量に制限があることなど
様々な問題も抱えている。そのため自家骨に替わる骨
補填材の使用は、このような問題の解決方法として有
効である。
　当研究の目的は、平成 24 年 5 月に歯科適応として
認可された人工骨補填材の吸収性純相β- リン酸三カ
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ルシウム（CERASORB®M：図１）を、歯周外科治療、
外科的歯内療法、インプラント症例に応用し、骨欠損
部に対する形態や機能の回復に関する有効性、賦形性、
操作性、保持性、非流失性、骨への置換期間、X 線透
過性、生体親和性などを検討することである。

２．材料・方法

　対象症例は、平成 24 年 5 月から平成 25 年 5 月
までの期間に日之出歯科に通院していた患者から、
CERASORB®M による人工骨補填を伴う骨再生治療
を実施した 90 名中（図２）、データ採取可能な 5 症例
である。

１．骨補填材料
　手術部周囲から可能な限り自家骨を細粒として採
取し、さらに（CERASORB®M 顆粒サイズ·500 〜
1000µm）とを混合して用いた。

２．多血小板血漿（PRP）
　PRP は図３に示した手順で製作した。さらに、
CGF（Concentrated·Growth·Factor： フ ィ ブ リ ン
ゲル）は専用の供血用遠心分離機（メディフュー
ジ、製造元シルフデント、イタリア）で作製した。
CERASORB®M と自家骨は自己トロンビンで活性化
した PRP 中で混合・凝固させ、CERASORB®M/ 自
家骨 PRP 混合骨移植材を作製した（図４）。骨移植材
充填後、移植材の流出の防止の為にその表層を CGF
膜で被覆した（図４）。

３．超音波骨再生療法（LIPUS）
　術後、腫脹などの消炎後、直ちにオステオトロンプ
ローブ（伊藤超短波）を患部皮膚に直接固定し、20
分 / 日、7 日間実施した。

4．術後経過観察
　口腔内診査、X 線診査および CT 画像診査を術後、
1 ヶ月から 1 年間にわたって行った。

図１：人工骨補填材 / セラソルブ M
　　　CERASORB® Ｍ顆粒サイズ 250 〜 500 及び 500 〜 1000µm

図２：当院のセラソルブ臨床症例
　　　（2012 ／ 5 〜 2013 ／ 5）術後感染症例なし
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　　　　　·図３：PRP·の製作手順

　　　　　　　　　　　　·図４：自己トロンビンによる PRP 膜，CGF，及び骨移植材の作製
　　　　　　　　　　　　　　　　a.自己トロンビンによるPRP 膜と骨移植材の作製；① PRP 分画、② PRPトロンビン活性フィブリン膜、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　···③ CERASORB® Ｍ / 自家骨混合 PRP 浸漬凝固骨移植材
　　　　　　　　　　　　　　　　b.·CGF の作製①、②；PRP 膜や CGF 膜は GTR、および GBR の吸収性遮蔽膜として使用された。
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３．結　果

症例１（図 5）
右下 4 番根破折・即時インプラント症例
·• 患者：63 歳、男性
·• 主訴：右下の歯がグラグラして腫れている。
·• 現症：右下 4 番根尖部圧痛（＋）、根尖部腫脹（＋）、
　　　　動揺度Ⅱ、ポケット深さ 5mm
·• 現病歴：5 〜 6 年前、歯根端手術を実施した。
·• 既往歴：なし
経過：右下 4 番の歯根破折により抜歯後、インプラン
トフィクスチャーを即時埋入したが、フィクスチャー
の適合は不良で骨欠損部（図５a）が生じた。そこへ
CERASORB®M・自家骨混合骨移植材を充填した（図
５b）。さらに骨移植材の流失を防止し、保持性を高
める為、CGF 膜で被覆した（図５c）。CT 画像（図５d）
はインプラント埋入直後の画像です。矢状断像、前額
断像において顆粒状の low·density·像（矢印）が明瞭
に認められた。·

症例２（図６）
左上 3 番慢性歯周炎・FOP 症例
·• 患者：77 歳、男性
·• 主訴：左上犬歯がグラグラしてきた。痛みはない。
·• 現症：左上 3 番 BOP＋、動揺度 2、ポケット深さ
　6·mm
·• 既往歴：高血圧症
経過：ポケット診査で、左上 3 番部に中等度の 2 〜 3
壁性垂直性骨欠損が認められ、デンタル写真と CT 画
像では骨欠損が歯根 1/2 の深さまで頬側から遠心にか
けて観察された（図６a）。手術所見では、左上 3 番の
骨欠損部の歯根表面には破折線などの異常は認められ
なかった為、デブライドメント後、骨移植材を充填し、
CGF 膜で被覆して縫合した（図６b）。デンタル写真
上では欠損部の隅々まで骨移植材が充填されているの
が観察された（図６c）。術後、患部からの充填材の流
失などはなく、LIPUS を 1 ヶ月間にわたって 7 回実
施した。

症例３（図７）
左上 2 番·急性根尖性歯周炎・歯根端切除

及び歯根嚢胞摘出症例
·• 患者：56 歳、女性
·• 主訴：左上前歯の根元が腫れて痛い。
·• 現症：左上 2 番·根尖部圧痛（＋）、根尖部腫脹（＋）、
　　　　ポケット深さ 2 〜 3·mm、動揺なし。
·• 現病歴：5 〜 6 年前、左上 2 番·歯根端手術歴あり。
·• 全身的特記事項：なし
経過：デンタル X 線所見で、左上 2 番·根尖部に X 線
透過像が見られ（図７a）、CT 水平断像にて左上 3 番·
の埋伏歯が認められ、CT 矢状断および前額断像から
根尖部を含む小指頭大 low·density·像が埋伏歯の一部
に接して観察された（図７b）。これらの所見を元に
歯根端切除および嚢胞の摘出を実施し、骨欠損部への
骨移植材の填入後、さらに CGF 膜で被覆、縫合した
図７c,·d）。術直後の CT 像において左上 2 番·根尖部
に接して骨移植材と思われる High·density·な画像が
埋伏歯と接して見られる（図７e）。術後 2 ヶ月、移植
材の画像は填入時と比べ、緻密で High·density な像
として観察され、埋伏歯周囲には異常所見はなかった

（図７f）。口腔粘膜に炎症および移植材の流失などは
なかった。

症例４（図８）
左上 7 番分岐部 GTR 及びソケットプリザベーション
症例
·• 患者：44 歳、女性
·• 主訴：奥歯の歯茎が腫れた。
·• 現症：不良補綴物あり。BOP（＋）、PD5 〜 6mm、
分岐部病変（＋）、動揺なし
·• 全身的特記事項：なし
経過：歯周組織検査の結果、左上 6，7 番には中等度の
歯周ポケットとさらに、CT 画像から左上 7 番頬側と
遠心に根分岐部病変が見られた（図８a）。左上 7 番·
は遠心頬側根を抜根してソケットプリザベーションと
近心分岐部のGTRを実施した。デンタルX線写真（図
８b）では、移植直後左上 7 番·遠心部に疎な顆粒状の
X 線不透過像見られたが、術後 1 ヶ月、緻密な石灰化
像として観察された（図８c）。さらに術後 6 ヶ月にお
いて、CT 画像では矢状断、前額断、水平断像から緻
密で High·density な像が観察され、周囲骨組織との
明瞭な境界は観察されなかった（図８d）。
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症例５（図９）
左下 6、7 番·インプラント埋入
·• 患者：56 歳、女性
·• 主訴：義歯が合わない。
·• 現症：左下 67 番欠損、
·• 全身的既往歴：大動脈炎、喫煙歴なし。
　　　　　　　　プレドニゾロン 3mg/ 日服用
·• 診断：義歯不適合、低位咬合
経過：パノラマ所見·において、下顎臼歯歯牙欠損部
には顎堤異常は見られるが、骨密度は良好であった
為、CT による十分な診査を経てインプラントの埋
入を実施した。左下 6、7 番インプラント埋入と共
に CERASORB®M/ 自家骨 PRP 混合骨移植材を用い

て歯槽堤拡大術による骨幅の拡大を行った。手術時
の CT 像では、左下 6 番、7 番のインプラントの間に
疎な顆粒状の Low·density 像が観察された（図９a）。
術後 3 ヶ月に二次手術が実施されたが、左下 6 番、7
番インプラント間の CT 像は、やや緻密な像として観
察されたが、実際には骨の性状は周囲の骨組織と区別
できず（図９b）、しっかりと周囲の骨と結合し全く
動揺はなかった。インプラントフィクチャーのペリオ
テスト値は－ 1 〜－ 2 であった。さらに術後 1 年、左
下 6 番、7 番のインプラント間の骨移植材填入部は、
CT 画像において周囲の骨組織と境界はなく区別つか
なかった（図９c）。

　　　　·図５：右下４番　即時インプラント GBR 症例
　　　　　　　　a. インプラ 4 ト頬側部の骨欠損
　　　　　　　　b. 骨移植材の填入
　　　　　　　　c. 骨移植部への CGF 膜による被覆
　　　　　　　　d. インプラント埋入直後の CT 画像：矢印は骨移植材の移植部位
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　　　　　　　　　　　·図６：左上 3 番　垂直性骨欠損部 GTR 症例·
　　　　　　　　　　　　　　　a. 垂直性骨欠損
　　　　　　　　　　　　　　　b. 骨移植材の填入と CGF 膜による被覆
　　　　　　　　　　　　　　　c. 骨移植材の填入 1 ヶ月後のデンタルＸ線写真（○枠内は骨移植材）

　　　　　　　·図７：左上 2 番　歯根端切除と歯根嚢胞摘出症例
　　　　　　　　　　　a. 術前Ｘ線写真
　　　　　　　　　　　b. 術前 CT 画像
　　　　　　　　　　　c.　 ２根尖部の開窓·
　　　　　　　　　　　d.　 ２への移植材填入
　　　　　　　　　　　e. 骨移植材填入直後 CT 画像
　　　　　　　　　　　f. 骨移植材填入 2 ヶ月後 CT 画像
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図８：左上７番　頬側分岐部病変部のソケットプリザベーション
　　　·a. 術前 CT 画像
　　　·b. 術直後 X 線写真
　　　·c. 術後 1 ヶ月Ｘ線写真
　　　·d. 術後 6 ヶ月 CT 画像

図９：左下６番、７番インプラント GBR 症例
　　　·a. 術直後 CT 画像（①· 7,·②· 6）
　　　·b. 術後 3 ヶ月 CT 画像（①· 7,·②· 6）
　　　·c. 術後 1 年 CT 画像（①· 7,·②· 6）
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４．考　察

　インプラントにおける骨造成術や歯周外科治療にお
ける骨再生に関わる基本的条件は、細胞、シグナル因
子、足場である 1）。特に、血管系の構築は細胞にとっ
て血行を得るためのライフラインとなり重要であると
考えられる。
　歯周組織の再生治療やインプラントにおける骨欠損
部の再生療法において、現在、最も確実な方法は自家
骨移植あることは間違いない。しかしながら、患者自
身からの採取にはおのずと供給源に限界が有り、骨採
取手術に伴うリスクも伴っている。こうした状況から、
自家骨に替わって再生の足場として人工骨補填材が利
用されている。現在まで自家骨の代替材料として同種、
異種他家骨や人工材料としてハイドロオキシアパタイ
ト（HAP）やα、βリン酸 - 三カルシウム（TCP）、
そして生体活性ガラスなどが利用されている 2－4）。
　今回の症例において使用された CERASORB®M·5,·6）

は、歯周組織再生用材料として血液や PRP などの血
清との親和性も良く、症例①、②に示したような複雑
な骨欠損形態にも骨移植材は PRP 浸漬凝固されてい
る為、充填の操作性や賦形生は良好で、結合組織との
親和性も良好であった。さらに、X 線及び CT 画像に
おいて CCERASORB®M/ 自家骨 PRP 混合骨移植材
は顆粒状 low·density·像として明瞭に認められた。症
例③の埋伏歯に隣接した複雑で大きな骨欠損におい
て、CERASORB®M は周囲組織としっかりと親和し、
徐々に骨組織に置換していくと考えられる。症例④､
⑤において、移植直後に見られた CERASORB®M/ 自
家骨 PRP 混合骨移植材の顆粒状画像は、術後 3 〜 6 ヶ
月には High·density な像として観察され、一旦緻密
化された。その後、周囲骨組織と同様な画像になって
いることから、次第にリモデリングされて約 1 年後に
は周囲の骨組織と境界はなくなり、同化されていると
考えられる。
　人工骨移植材は、本邦では厚生労働省薬事法の高度
医療機器に分類され、特に吸収性歯周組織再生用材料
は特定高度管理機器（クラスⅣ）として厳しい評価を
受けている。CERASORB®M は吸収性骨補填材とし
て、2012 年 5 月に薬事承認されたが、以前から海外
では使用されていた材料である 7）。ミクロ、マクロの

細孔（5 〜 500·µm）からなる開放性の連通した多孔
性顆粒構造で気孔率 65% である 8）。
　CERASORB®M は結晶性に関して X 線回折上、ほ
かと異なり標準試料のβ-TCP 粉末（和光純薬）と同
一パターンを表し、フーリエ変換のデータでは、不純
物を一切含有しないリン酸カルシウムの構造を有して
いるのと報告されている 9）。従来、吸収性骨補填材と
して用いられてきた他家及び同種の骨由来材料ではウ
イルス性又はその他の感染症伝播の危険性を完全に否
定することは困難である。
　現在、ハイドロオキシアパタイト（HA）と共にβ
-TCP は骨伝導性の人工骨移植材として注目され、歯
科臨床の様々な骨欠損症例の再生に応用されている。
特に、β-TCP は閉鎖的体液環境下で Ca2+ や PO4

3－·
が流失し化学的に溶解した後、体液に対して最も安定
した HA として再構築される。これらの析出した極
細小な HA は破骨細胞の吸収を受け、さらに骨芽細
胞による骨形成が続き、新生骨に置換されていくと報
告されている 10）。
　CERASORB®M の場合、完全な合成リン酸カルシ
ウムで完全な人工物質あることから、感染の可能性は
極めて低く、さらに免疫原性、つまりアレルギーを有
しない極めて安全な材料ではないかと考えられる。さ
らに骨再生の足場としての有用性のほか、再生シグ
ナル因子のキャリアーとしての役割も果たせる可能
性があると考えられる。PRP や CGF の役割 11－13）は、
PRP 中の種々の成長因子やフィブリンの足場として、
さらに成長因子の徐放効果としての働き、血管新生へ
の関わりなど新生骨や結合組織再生に大きく関わって
いると考えられる。
　一方、LIPUS の骨癒合率については、音が空気や
液体・個体などの媒体を振るわせ、骨に刺激を与える
ことで、その刺激に応じて骨が形成・修復されると報
告 14）されている。整形外科分野では、1994 年アメリ
カ FDA（米国食品医薬品局）が従来の自然経過によ
る骨折治療に対し、超音波骨折治療法を認可承認して
いる。それ以来、我が国でも新鮮な骨折症例から難治
性のものまで多くの臨床例で効果が認められた 15,·16）。
今回、骨再生外科処置後に実施された『オステオトロ
ン D2』による LIPUS は、周波数 3·MHz の超音波に
より炎症期間短縮、血管の新生、および骨細胞や骨芽
細胞の活性を高め、骨の治癒を促進させることが報告
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されている。その臨床研究では、20 分 / 日、7 日間の
治療により 40% 近く治癒期間を短縮できたと報告さ
れている 17,·18）。

結　論

·•·CERASORB®M は歯槽骨欠損部のインレーグラフ
　·トにおいて、自家骨と混合することで、足場（スキャ

ホールド）の確保、さらに細胞およびシグナル因子
の担体として安全・確実に働くことが示唆された。

·•·CERASORB®M の吸収および骨組織への置換は明
　·明確ではないが、臨床的には 6 ヶ月以上 1 年程度は

必要と考えられた。
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抄　録

　歯周外科治療やインプラント治療などの複雑な骨欠損に対す
る骨再生治療に対して、自家骨移植は最良の方法であるが、外
科的侵襲や採取量に限界があるなど様々な問題を抱えていま
す。こうした問題点の解決方法として骨補填材の使用は有効で
ある。
　平成 24 年 5 月に歯科適応として認可された人工骨補填材の
単相 B- リン酸三カルシウムである。当研究の目的は歯周外科
治療、外科的歯内療法、インプラント症例に応用した場合、骨
欠損部に対する形態や機能の回復に関して有効かどうか、さら
に賦形性、操作性、保持性、非流失性、骨への置換期間、X 線
透過性、生体親和性等について検討することである。
　対象症例は平成 24 年 5 月から平成 25 年 5 月までの期間に日
之出歯科に通院していた患者のうち、CERASORB®M による
人工骨補填を伴う骨再生療法実施した 90 症例のうちデータ採
取可能な 5 症例について報告する。
　歯槽骨欠損部のインレーグラフトにおいて、セラソルブは吸
収性骨補填材として足場（スキャホールド）の確保さらに細胞
およびシグナル因子の担体として安全、確実に働くことができ
る事が示唆された。セラソルブの吸収および骨組織への置換は
明確ではないが、臨床的には 6 カ月以上 1 年程度の残存は必要
だろうと考えられる。
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●特別企画Ⅱ：骨補填材を考える

自家象牙質移植による骨再生医療

村田　勝

- Bone regenerative medicine using dentin autograft -

Masaru Murata

　北海道医療大学　顎顔面口腔外科学分野
　Division·of·Oral·and·Maxillofacial·Surgery,·Health·Sciences·University·of·Hokkaido.

Abstract

·Bone·induction·of·rabbit·demineralized·dentin·matrix·(DDM)·in·the·muscle·tissue·was·reported·in·1967.·After·
we·confirmed·bone·induction·of·human·DDM·in·the·subcutaneous·tissues·of·mice,·autograft·of·DDM·derived·
from·non-functional,·vital·teeth·was·carried·out·first·in·the·world·on·2002·as·graft·materials·of·the·sinus·lifting·
for·dental·implantation.·Biopsy·tissue·at·5·months·after·the·DDM·graft·showed·bone·bridging·between·DDM·
particles.·Vital·tooth-derived·DDM·is·defined·as·acid-insoluble·collagen·with·bone-inducing·ability.·Dentin·and·
bone·are·almost·similar·in·chemical·components·(collagen·18%,·non-collagenous·protein·2%,·inorganic·70%,·body·
fluid·10%)·including·BMP,·TGF-β·and·IGFⅠ·Ⅱ.·Patient-own·dentin·materials·could·promote·bone·regeneration·as·
absorbable·graft·materials·without·antigenicity.·In·South·Korea,·clinical·cases·using·dentin·autograft·for·bone·
regeneration·were·about·40·thousands·from·2009.

１．緒　言

　同種移植が中世ヨーロッパで頻繁に行われていた
が、1820 年、Von·Walther により「自家骨移植」が
イタリアで初めて実施された。20 世紀には自家歯に
よる再植・移植治療も行われてきた。これに対し、
2002 年、我々は自家脱灰象牙質（DDM）顆粒による
サイナスリフトを世界に先駆けて実施（本学倫理委員
会承認：臨床研究）し、その成果を 2003 年に発表し
た 1、2）。非機能生活歯 2 本から脱灰象牙質顆粒を調整
してインプラント植立のための移植材としてサイナス
リフト術に応用して 10 年が経過した（図１）。インプ
ラント埋入時に採取された組織から、DDM 顆粒と直

接結合した新生骨が観察された（図２）。「自家象牙質
移植」は歯のマトリックス成分移植による骨再生を目
的としており、21 世紀の歯科における革新的医療技
術の一つと考えられる（図３）。

２．象牙質マテリアル開発の経緯

　2002 年頃、歯の顆粒化方法としては液体窒素で抜
去歯を冷却しながら手で粉砕していた。脱灰象牙質顆
粒調製まで複雑な工程を経て時間が 1 日を費し、象牙
質顆粒移植を普及させるのは困難と判断した。そこで
自家脱灰象牙質顆粒の調製をシステム化するため、平
成 16・17（2004 〜 2005）年度経産省地域新生コンソー
シアム事業に「歯のバイオリサイクル医療システムの
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開発」を提案したところ歯科領域から唯一採択された。
産学官連携研究の成果として、歯の電動粉砕装置を開
発し、象牙質顆粒の即時移植を可能にした 2）（図４）。
新システムは、氷冷下で粉砕時間は 30 秒であり、脱
灰後の象牙質顆粒は無菌であることを血液寒天培地に
よる細菌検査で確認した。すなわち、細菌の付着した
自己の抜去歯から液体窒素を使わずに無菌化された脱
灰象牙質顆粒が 30 分で調製できるようになった。装
置開発前は遅延移植のみの対応であったが、2007 年
から即時移植ができるようになった。自家骨の採取は
健康組織に傷害が加わるが、非機能歯や矯正治療で便
宜的に抜去された歯から、骨再生のための自己由来マ
テリアルがチェアーサイドで短時間に調製できること
は大きなメリットである。市販の骨補填材に比べて、
脱灰象牙質顆粒は成長因子を含有した骨誘導能を有す
る吸収性マテリアルであることが優位点である。
　「歯成分で骨再生」というユニークな歯科医師提案
型医療は、韓国でも研究開発が同時期に進み、2009
年ソウルに会社（Bio-Tooth·Service·Korea）が設立
されメディカルサービスとして実用化された 3）。この
サービスの特徴は象牙質顆粒のみならず歯根形状型な
どオーダーメイド対応可能である点と顆粒型以外のマ
テリアルを多孔化して細胞・血管の侵入確保構造に加
工している点にある（図３）。韓国 12 の大学歯学部病
院で利用されながら歯科医院に急速に拡大して、2011
年ソウル国立大学病院に本マテリアル調製のための
Research·&·Development センターがオープンした。
2012 年 Japan·Auto-Tooth·Bone·Bank 研究会が設立
され、長崎大学・久留米大学・北海道大学に臨床研究
が広まっている 4）。本研究会ホームページで各種症例
を紹介している。
　現在、韓国独自のアイディアと日本の研究成果が融
合してインプラント植立のための骨再生マテリアルに
なり 5）、韓国のみで約 4 万症例利用された。すでにア
ジア（タイ、フィリピン、バングラデシュ）やアフリ
カでも自家象牙質移植が実施された。

図１：48 歳の男性。自家脱灰象牙質顆粒（DDM）によるサイナスリフト術
　　　a　手術直前の上顎（2002 年）
　　　b　自家脱灰象牙質移植直後（右上 78 由来·DDM·使用）
　　　c　インプラント 2 次手術
　　　d　初診時パノラマ（2002 年　右上 78：非機能歯）
　　　e　術直後（ドーム状陰影）
　　　f　１次手術（埋入直後）

図２：自家脱灰象牙質 5 か月後（インプラント埋入時）の生検組織像
　　　·残存した DDM·周囲に骨形成がみられ、骨と DDM の直接結合を認

める。象牙細管スペースに細胞やバクテリアの侵入を認めない（HE
染色）。

　　　DDM：脱灰象牙質顆粒　　B：新生骨
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３．脱灰象牙質による骨再生

　患者自身の象牙質マトリックスで骨再生を促進する
治療は、Urist グループの脱灰骨と脱灰象牙質を用い
たパイオニア的研究が基盤になっている 6·-·8）。1965 年·
Urist·がウサギ脱灰骨による筋肉内骨誘導現象を偶然
発見した 6）。2 年後の 1967 年ウサギ脱灰象牙質の同
種筋肉内における骨誘導が公表された 7、8）。筋肉内に
おいて、脱灰象牙質は 4 週後に骨を誘導したが非脱灰
象牙質（石灰化象牙質）の骨誘導には 8-12 週要した
ことより 7）、早期骨誘導には酸処理が有効でミネラル
溶出による象牙細管露出が成長因子の徐放率を高めた
ものと解釈できる。この骨を誘導する物質は骨形成タ
ンパク質（Bone·morphogenetic·protein:·BMP）と命
名された 6、9）。
　象牙質と骨は、コラーゲン 18%、非コラーゲン性
タンパク質 2%、無機質 70%、体液 10% で構成され、
含有する成長因子（BMP、TGF-βなど）も類似して
いる 5）（図５）。象牙質特有の非コラーゲン性タンパ
ク質としてホスホホリンがあげられる。ホスホホリン
は象牙質の非コラーゲン性タンパク質の 60% を占め、
アスパラギン酸残基とセリン残基が多く RGD 配列を
有する。主として石灰化象牙質に分布して、石灰化促
進機能が考えられている。生活歯由来の酸処理象牙質
とは、成長因子を含有した酸不溶性コラーゲンで骨誘
導能と架橋結合を有するマテリアルである 5、10）。なお、
失活歯は象牙質に含まれる成長因子活性が失われてい
る。
　一般的にバイオマテリアルはコラーゲンや合成アパ
タイトのように単一成分で構成されているが、部分脱
灰象牙質は難溶性コラーゲンとアパタイトの複合材で
BMP やホスホホリンなどが結合している（図５）。象
牙質マテリアルの大きな利点は、脱灰程度に応じて弾
力性や生体内吸収性をコントロールできることや治療
目的に応じた形状に加工できることにある。Ring·タ
イプを使用すれば、垂直的骨増生にも応用でき難症例
の骨再生をシンプルに解決できる。ドイツでは Bone·
ring·technique と称して、口蓋からドーナツ状に採取
した移植骨を利用してフィクスチャーの初期安定に役
立てる臨床と学生教育がなされている。この手法は有
効だが、従来の骨移植のカテゴリーであり、Dentin·

図３：革新的象牙質マテリアル
　　　·ドクターのアイディアで各種形状に加工可能。１本の歯から歯冠部

を顆粒状、歯根部を Root 状に加工可能。Root タイプをメスで半割
すれば Wall 状になる。Ring タイプは垂直的骨増生に応用可能。

図４：歯の電動粉砕機と歯の固定装置
　　　a　電動粉砕機（Osteo-Mill®）
　　　b　ジルコニア製容器に抜去歯と生食氷が入っている
　　　c　粉砕 30 秒後の歯顆粒（粒径：0.5-2.0mm）（脱灰前）
　　　d　歯移植・再植用の固定装置·（Fix くん ®）
　　　　　·すべての歯を大小 2 種の把持部どちらかで固定可能。両手で細か

な処置（根管、クリーニング，形成、病巣除去）が安全にできる。
　　　e　·歯頚部で遮断するため歯根膜細胞は乾燥せず汚染物から保護され

る。
　　　　　·歯の固定装置は患者が歯の処置を観て、自分の歯がクリーンにな

ることを実感できる教育用ツールである。
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ring·technique とは発想が異なる。「歯で骨再生」と
いう治療概念は、「最小限の侵襲で最大の効果」に匹
敵する。2010 年から象牙質マテリアルに関する国際
シンポジウムが毎年アジアで開催されている（於：ソ
ウル大、九州大、北京大）。

４．症例１

　本症例は、世界に先駆けて 2002 年に筆者が行った
ものである（図１）。
　患者：·48 歳、男性。ヘビースモーカーで歯ぎしり

あり。
　診　断：·MT（#24、25、26）、同部顎堤高度萎縮症。

#28 原因含歯性嚢胞
　手術１：#28 抜歯術。含歯性嚢胞摘出術
　手術２：#18 埋伏抜歯術、#17 抜歯術
　　　　　·#18 と #17 か ら 自 家 脱 灰 象 牙 質 顆 粒

（DDM）を調製した。その後 DDM の細菌
培養検査で好気性菌・嫌気性菌・真菌がマ
イナスであることを確認した。

　手術３：左側サイナスリフト術（2002 年 5 月）
　　　　　·静脈内鎮静法併用局麻下で上顎洞前壁を開

窓し、前壁骨とシュナイダー膜を挙上した。
自己 DDM（乾燥重量：2.06g）を移植した後、
粘膜骨膜弁を復して手術を終了した。抗菌
薬は 3 日間内服したのみで、7 日後に全抜
糸した。術直後のエックス線写真でドーム

状挙上が達成された（最大 12mm）。
　手術４：·生検とインプラント埋入·1·次手術（2002

年 11 月）
　　　　　·フィクスチャー埋入部位から採取された組

織観察から、DDM 顆粒を連結するように
骨が形成されていた。DDM 顆粒の象牙細
管相当スペース内に細胞や細菌の侵入を認
めなかった（図２）。

　手術５：インプラント埋入 2 次手術（2003 年 3 月）
　　　　　·2012 年で自家象牙質移植から 10 年経過と

なり、現在まで有害事象はなく、インプラ
ントは機能している。

５．即時移植支援装置

　開発した 2 装置（歯の電動粉砕機、歯の固定装置）
により、自家象牙質即時移植と歯の即時根充後移植
を同時にできるようになった（図４）。電動粉砕機

（Osteo-Mill®、販売ムトウ）を使用すると 30 秒でエナ
メル・象牙質混合顆粒が得られ、2% 硝酸溶液中で 20
分撹拌脱灰すると無菌になる 5）。この電動ミルは歯と
骨を冷却しながら粉砕でき、調製されたヒト脱灰象牙
質やヒト脱灰骨の骨・軟骨誘導能は保持されているこ
とを確認した 11）。脱灰後、生食で酸を洗浄し、抜歯
から 30 分後に即時移植可能な自己由来マテリアルが
チェアーサイドに届くシステムである。
　日本では歯の移植・再植術が限定的に保険適用にな
り、生まれ持った歯を徹底的に使用する医療が始まっ
ている。歯の移植・再植用の固定装置（Fix くん ®、
販売ムトウ）を使用すると歯根膜細胞を乾燥や汚染
から保護しながら歯冠形成と即時根管充填ができる
5、12）。一般的に歯の移植術の根管治療は移植 4 週後に
開始されているが、融解壊死歯髄の歯根膜組織への悪
影響や複雑な根管形態による根管治療の失敗で移植成
績が不良となる要因が十分考えられる。歯の意図的再
植治療は、対象歯に根尖病巣などトラブルのある歯質
の少ない歯根である。この小さく脆弱な歯根を迅速に
クリーンアップし、根管拡大するには固定装置は必要
アイテムである。手や鉗子で歯を持って繊細かつ緻密
な治療はできない。これら歯のバイオリサイクル支援
装置は歯の移植や再植、象牙質移植を支える機器であ
る。

図５：象牙質と骨の成分
　　　·非コラーゲン性タンパク質に BMPs、OCN（オステオカルシン）、象

牙質特異的ホスホホリンなどが含まれる。
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６．おわりに

　再生医療は Biomaterials·Science の発展型である。
私達の世代は、バイオマテリアルに十分な知識を持ち、
細胞生物学的視点から、Best·material を選定して使
用すべき責任世代である。
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抄　録

　1967 年ウサギ脱灰象牙質の同種筋肉内における骨誘導が公
表された。我々はヒト脱灰象牙質のマウス背部皮下組織内にお
ける骨誘導を確認した後、2002 年自家脱灰象牙質顆粒を非機
能生活歯 2 本から調整してインプラント植立のための移植材と
してサイナスリフト術に世界で初めて応用した。インプラント
埋入１次手術時の生検組織から、新生骨が脱灰象牙質顆粒間を
連結していた。生活歯由来の脱灰象牙質とは、骨誘導能を有す
る酸不溶性コラーゲンである。象牙質と骨は構成成分（コラー
ゲン 18%、非コラーゲン性タンパク質 2%、無機質 70%、体液
10%）と含有する成長因子（BMP、TGF-β、IGF-Ⅰ·Ⅱ）が類
似している。患者自身に由来する象牙質マテリアルは骨再生を
促進する抗原性のない吸収性移植材である。韓国では自家象牙
質移植による骨再生症例は 2009 年から既に約 4 万例実施され
ている。
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●原著

Low-power carbon dioxide laser irradiation reduces sclerostin expression, but 
stimulates Dmp-1  expression in osteocyte-like cells of rats.

Satoshi Yokose and Hiroshi Kadokura

···Division·of·Endodontics,·Department·of·Restrative·and·Biomaterials·Sciences,·School·of·Dentistry,·Meikai·University

Abstract

·It·is·well·known·that·bone·tissues·are·affected·by·mechanical·stimuli,·and·that·osteocytes·could·be·the·key·
to·understanding·the·mechanisms·of·bone·metabolism·under·mechanical·stress.·Low-power·laser·irradiation·
stimulates·wound·healing·in·tissues,·and·we·hypothesized·that·low-power·laser·irradiation,·which·is·like·
mechanical·stimulation,·can·stimulate·bone·metabolism.·The·purpose·of·this·study·was·to·test·whether·low-
power·laser·irradiation·influences·bone·tissue.·We·used·a·carbon·dioxide·(CO2)·laser,·which·is·frequently·used·
in·dental·clinical·situations,·to·examine·the·effects·of·low-power·laser·irradiation·on·osteocyte·functions·using·
primary·osteocyte-like·cells.
·Osteocyte-like·cells·were·isolated·from·rat·calvariae·with·enzyme·digestion,·and·the·cells·received·CO2·
laser·irradiation·at·doses·of·0,·0.5,·1,·and·2·W·for·10·sec.·Osteocyte-like·cells·isolated·from·calvariae·exhibited·
dendritic·processes·and·expressed·sclerostin·and·dentin·matrix·protein·1·(Dmp-1),·which·are·characteristic·of·
osteocytes.
·CO2·laser·irradiation·dose-dependently·decreased·sclerostin·mRNA·expression·and·increased·Dmp-1·mRNA·
expression.·Furthermore,·these·effects·were·caused·directly·by·laser·irradiation·without·thermal·damage.·
These·results·suggest·that·low-power·CO2·laser·irradiation·influences·bone·metabolism·via·osteocytes,·and·we·
demonstrated·the·possibility·of·low-power·CO2·laser·irradiation·for·bone·regeneration·therapy.

1. Introduction

·Osteocytes·account·for·90%·of·bone·cells·and·
are·embedded·in·mineralized·bone·matrix·1).·It·
has·been·demonstrated·that·osteocytes·can·be·
mechanosensors·of·bone·tissue·and·can·control·
bone·metabolism·2·-·5).·Osteocytes·produce·and·secret·
sclerostin·6),·dentinmatrix·protein·1·(Dmp-1)·7),·E11/
gp38·8),·phosphate-regulating·gene·with·homologies·
to·endopeptidases·on·the·X·chromosome·(PHEX)·9),·

matrix·extracellular·phosphoglycoprotein·(MEPE)·
10),·and·fibroblast·growth·factor·23·(FGF23)·11).·
Among·these·factors,·sclerostin·and·Dmp-1,·which·
may·be·osteocyte·selective·markers,·are·also·
regulated·by·mechanical·loading·12,·13).·Sclerostin·is·
a·unique·secretory·protein·that·is·an·antagonist·
of·the·Wnt·signaling·pathway·in·osteoblasts·3).·
Osteocytes·control·the·secretion·of·sclerostin·
and·influence·bone·metabolism·via·osteoblasts·in·
response·to·mechanical·stress·12).·Dmp-1·is·known·
as·a·matrix·protein,·highly·produced·in·osteocytes·



● 54

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：53 - 60, 2013.

and·odontoblasts,·and·is·involved·in·local·effects·
on·bone·metabolism·as·well·as·systemic·phosphate·
metabolism·7).·Recently,·Dmp-1·was·shown·to·
increase·in·osteocytes·under·mechanical·loading·and·
to·stimulate·bone·formation·14).·In·addition,·Dmp-1·
appears·to·downregulate·FGF23·expression,·which·
allows·reabsorption·of·phosphate·by·the·kidneys·7).
·These·facts·show·that·osteocytes·influence·not·
only·local·bone·metabolism,·but·also·the·endocrine·
system,·targeting·distant·organs·such·as·the·
kidneys,·and·are·key·to·understanding·bone·
metabolism.·For·these·reasons,·we·focused·on·the·
expression·of·sclerostin·and·Dmp-1·to·examine·
osteocyte·functions·influenced·by·laser·irradiation.·
For·this·purpose,·we·used·primary·osteocytes·
prepared·by·sequential·alternating·collagenase·
digestions·with·EDTA.
·Laser·irradiation·is·useful·for·dental·treatments,·
and·several·kinds·of·hard·lasers,·such·as·neodymium·
yttrium-aluminum-garnet·(Nd:YAG),·erbium:YAG·
(Er.:YAG),·and·carbon·dioxide·(CO2)·lasers,·have·
come·into·wide·use.·High·power·effects·of·lasers·
can·be·applied·for·transpiration·of·oral·mucosa·15)·
and·encroached·dental·hard·tissues·owing·to·dental·
caries·16,·17).·In·contrast,·low-power·laser·effects·aid·in·
pain·relief·18),·enhancement·of·wound·healing·19),·and·
stimulation·of·osteoblast·proliferation·20).·In·addition,·
low-power·CO2·lasers·induce·bone·formation·and·
can·be·applied·for·bone·regeneration·21).·Given·that·a·
stimulus·of·low-power·CO2·laser·irradiation·is·similar·
to·mechanical·stress·for·osteocytes,·bone·metabolism·
should·be·controlled·by·CO2·laser·irradiation.·The·
goal·of·this·study·was·to·examine·the·effects·of·
CO2·laser·irradiation·on·osteocyte·function,·and·
we·focused·on·sclerostin·and·Dmp-1·production·in·
primary·osteocytes·irradiated·with·a·CO2·laser.

2. Materials and Methods

1) Cell culture
·The·Sprague-Dawley·(SD)·rats·used·in·the·study·
met·the·approved·standards·of·our·institution’s·

animal·care·unit,·which·is·under·the·authority·of·
Ohu·University,·Fukushima,·Japan.·For·the·isolation·
of·osteocytes·from·rat·new·bone·calvaria·tissues,·we·
modified·the·methods·of·Wong·and·Cohn·22).·Calvaria·
tissues·were·dissected·from·3-day-old·SD·rats·and·
treated·with·serial·digestion·as·described·in·Table·
1.·Enzyme·solutions·contained·0.1%·collagenase·
(Wako·Pure·Chemical·Industries,·Osaka·Japan),·25·
mM·HEPES·(pH·7.4),·70·mM·NaCl,·10·mM·NaHCO3,·
60·mM·sorbitol,·30·mM·KCl,·3·mM·K2HPO4,·1·mM·
CaCl2,·1·mg/ml·bovine·serum·albumin·(BSA),·and·
5·mg/ml·glucose.·Decalcifying·solution·contained·5·
mM·EDTA-2Na·(Wako·Pure·Chemical·Industries)·
and·0.1%·BSA·in·calcium-·and·magnesium-free·
Dulbecco’s·phosphate-buffered·saline·(PBS).
·Cells·from·fractions·4-8·were·used·in·all·
experiments,·because·these·fractions·were·rich·in·
osteocyte-like·cells.·After·the·isolation,·the·cells·were·
inoculated·in·into·collagen-coated·six-well·plates·
(Falcon·Labware,·Lincoln·Park,·NJ)·at·a·density·of·
1·x·104·cells/cm2·and·cultured·in·10%·α-modified·
heat-inactivated·calf·serum·and·antibiotics·(100·μg/
ml·penicillin·G,·100·IU/ml·streptomycin;·Wako·Pure·
Industries).
·Osteoblastic·cells·were·isolated·from·calvariae·of·
newborn·rats·according·to·the·methods·described·
previously·23).·We·used·these·cells·to·compare·the·
phenotypes·with·those·of·the·osteocytes.··
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2) Laser irradiation
·Rat·osteocyte-like·cells·were·cultured·for·48·h·and·
then·irradiated·with·a·CO2·laser·(YOSHIDA·Ope-
Laser·Lite,·YOSHIDA,·Tokyo·Japan)·at·doses·of·0,·
0.5,·1.0,·or·2.0·W·for·10·sec·(power·density:·0.5·W;·
0.71·J/cm2,·1.0·W;·1.42·J/cm2,·2.0·W;·2.83·J/cm2).·The·
cells·received·laser·irradiation·at·a·distance·of·100·
mm·from·the·probe·to·the·cell·layer·(spot·area:·7.065·
cm2),·followed·by·incubation·for·24·h.
·Changes·of·temperature·in·culture·media·were·
immediately·evaluated·using·a·digital·thermometer·
after·laser·irradiation.

3) Morphological observation
·The·cells·were·fixed·with·10%·neutral·formalin·
for·5·min·at·room·temperature·and·then·washed·

in·PBS·three·times.·The·localization·of·alkaline·
phosphatase·(ALP)·was·determined·using·naphtol·
AS-MX·phosphate·and·Fast·blue·BB·salt·(Sigma·
Chemical·Co.,·St.,·MO).·Then·the·cells·were·
counterstained·with·Kernechtrot·staining·solution·to·
morphologically·examine·the·cells.

4) Real-time quantitative PCR
·Total·RNA·was·extracted·from·the·cells·and·
calvaria·tissues·using·the·EASY·Prep·RNA·kit·
(Takara·Biomedical·Co.,·Shiga,·Japan)·and·treated·
with·DNase·I·(Takara·Biomedical·Co.).·First-strand·
cDNA·was·synthesized·from·total·RNA·(1·μg)·using·
the·RT-PCR·kit·(Takara·Biomedical·Co.)·and·random·
primers.·Subsequently,·100·ng·cDNA·was·used·as·
a·template·for·the·second·step·of·real-time·PCR.·

Table 1·:·Isolation·of·osteocyte-like·cells·from·rat·calvariae

1· 5-day·old·rat·calvaiae·are·dissected·and·placed·in·PBS.
2· The·soft·tissues·and·periosteum·are·removed·using·tweezers·in·PBS.
3· ·In·order·to·kill·off·the·surface·cells,·the·calvaiae·are·exposed·to·70%·ethanol·for·15·sec·and·washed·twice·

with·PBS.
4· ·The·calvariae·are·cut·into·several·pieces·by·scissors.·The·tissue·fragments·are·incubated·at·37℃·for·20·

min·in·3ml·of·the·sterile·collagenase·solution.
5· ·The·supernatant·is·collected·in·a·new·tube,·and·the·tissue·fragments·are·treated·with·3ml·of·flesh·

collagenase·solution·at·37℃·for·20·min.
6· ·The·collected·supernatants·are·centrifuged·at·1000·rpm·for·5·min.·The·solution·is·aspirated·and·pellets·

are·suspended·in·αMEM·with·10·%·calf·serum·and·100unit/ml·penicillin·G·and·100µg/ml·streptomycin·
(fraction·1).

7· Step·5·and·6·are·repeated·three·times·(fractions·2,·3,·and·4).
8· ·The·tissue·fragments·are·incubated·with·5mM·EDTA·in·PBS·containing·0.1%·BSA·at·37℃·for·20·min·and·

step·6·is·repeated·(fraction·5).
9· ·The·tissue·fragments·are·incubated·with·collagenase·solution·at·37℃·for·20·min·and·step·6·is·repeated·

(fraction6).
10· ·The·tissue·fragments·are·incubated·with·5mM·EDTA·in·PBS·containing·0.1%·BSA·at·37℃·for·20·min·and·

step·6·is·repeated·(fraction·7).
11· ·The·tissue·fragments·are·incubated·with·collagenase·solution·at·37℃·for·20·min·and·step·6·is·repeated·

(fraction·8).
12· ·The·cell·suspensions·of·each·fraction·are·combined·together.·The·residual·tissue·fragments·in·the·cell·

suspension·are·removed·by·passing·a·cell·strainer·and·the·cells·were·used·all·the·experiments.
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Primers·were·used·at·5·μM·with·12.5·μl·SYBER·
Green·Premix·(Takara·Biomedical·Co.)·in·a·final·
volume·of·25·μl.·SYBER·Green·PCR·amplification·
and·real-time·fluorescence·detection·were·performed·
using·the·Smart·Cycler·II·System·(Takara·
Biomedical·Co.).·Rapid·PCR·cycling·conditions·were·
as·follows:·95°C·for·10·s·(denaturation),·followed·
by·45·cycles·at·95°C·for·5·s·and·60°C·for·20·s·
(annealing/extension).·Primers·were·purchased·from·
Takara·Biomedical·Co.·and·the·sequences·were·as·
follows:·β－actin:·5`-TGA·CAG·GAT·GCA·GAA·GGA·
GA-3`·and·5`-TAG·AGC·CAC·CAA·TCC·ACA·CA-3`;·
sclerostin:·5`-AGC·CTT·CAA·GAA·TGA·TGC·CAC·
AG-3`·and·5`-AAG·CGG·GTG·TAG·TGC·AGC·TC-5`;·
Dentin·matrix·protein1·(DMP-1):·5`-CCC·AGG·ATG·
AGG·ACA·GTT·CCA-3`·and·5`-AGA·ACG·GCT·
GTC·CTG·CTC·AGA-3`.·Measurements·were·taken·
during·the·60°C·extension·step·in·each·cycle,·and·
the·second-derivative·method·was·used·to·calculate·
the·threshold·cycle.·The·target·gene·expression·
level·was·normalized·to·that·of·β-actin·in·each·
sample.·After·amplification,·melting·curve·analysis·of·
the·PCR·products·was·used·to·differentiate·between·
specific·and·non-specific·PCR·products.

5)  Reverse transcription-polymerase chain re-
action (RT-PCR)

·First-strand·cDNA·synthesized·from·total·RNA·of·
calvaria·tissues,·osteoblast-like·cells,·and·osteocyte-
like·cells·was·used·for·RT-PCR·to·determine·
sclerostin·and·β-actin·mRNA·expression.·The·
PCR·amplification·was·performed·by·using·an·
RT-PCR·kit·(Takara·Biomedical·Co.).·The·PCR·
cycling·conditions·were·as·follows:··95°C·for·10·s·
(denaturation),·followed·by·35·cycles·at·95°C·for·5·
s·and·60°C·for·20·s·(annealing/extension).·The·PCR·
products·were·separated·by·electrophoresis·on·1%·
agarose·gels·and·then·detected·by·ethidium·bromide·
staining.

6) Statistical analysis
·Data·are·presented·as·the·means·±SD.·The·data·

were·analyzed·by·the·Kruskal·Wallis·H-test,·and·
differences·in·the·means·were·assessed·using·the·
Mann-Whitney·U-test·with·Bonferroni·correction.·
Values·of·P·<0.05·were·considered·statistically.

3. Results

·The·cells·isolated·from·calvariae·presented·
dendritic·processes·and·connected·with·each·other·
and·expressed·little·ALP·activity·(Fig.·1a·and·b).·
PCR·products·revealed·that·osteocyte-like·cells·
expressed·sclerostin·mRNA,·but·the·expression·
could·be·hardly·determined·in·osteoblast-like·cells·
(Fig.·1c).
·In·order·to·examine·the·effects·of·the·CO2·laser·
on·gene·transcription·of·osteocyte-like·cells,·we·
examined·sclerostin·and·Dmp-1·expression·levels·
by·real-time·PCR·after·laser·irradiation.·CO2·laser·
irradiation·dose-dependently·decreased·sclerostin·
expression,·and·the·expression·was·60%·lower·in·the·
osteocyte-like·cells·that·received·a·dose·of·2·W·laser·
irradiation·compared·to·control·osteocyte-like·cells.·
(0·W,·Fig.·2a).·In·contrast,·Dmp-1·expression·was·
dose-dependently·increased·by·CO2·laser·irradiation,·
and·a·dose·of·2·W·laser·irradiation·induced·a·1.8-fold·
increase·of·its·expression·compared·with·the·control·
(Fig.·2b).
·It·was·possible·that·these·cell·reactions·were·
caused·by·heat·shock·and·cell·damage·after·laser·
irradiation,·so·we·immediately·analyzed·any·changes·
in·temperature·in·each·culture·medium·after·laser·
irradiation.·There·were·no·effects·of·laser·irradiation·
on·temperature·in·any·of·the·media·(Table·2).

Table 2·:··Changes·of·medium·temperature·after·
·············laser·irradiation

Power·(J/cm2)· Temperature
·······0.0· ··35.3·±·0.86
·······0.7· ··35.7·±·0.77
·······1.4· ··35.1·±·0.95
·······2.8· ··35.3·±·0.89
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4. Discussion

·We·showed·that·low-power·CO2·laser·irradiation·
inhibited·sclerostin·and·induced·Dmp-1·expression·
in·cultures·of·osteocyte-like·cells·isolated·from·
rat·calvairae.·It·may·be·that·the·establishment·of·
culture·systems·generating·osteocytes·is·difficult·
due·to·the·current·inability·to·isolate·osteocytes·
from·bone·tissues.·But·several·reports·have·shown·
that·isolated·osteocyte-like·cells·express·genes·such·
as·sclerostin,·Dmp-1,·E11/gp38,·destrin,·or·FGF23,·
which·are·particular·to·osteocytes·in·vitro·24·-·26).·

Osteocyte-like·cells·in·the·present·study·expressed·
sclerostin·and·Dmp-1,·and·expressed·very·low·
levels·of·ALP·comparable·to·osteoblast-like·cells;·
nevertheless,·both·osteocyte-like·and·osteoblast-
like·cells·were·isolated·from·identical·calvaria·
tissues.·These·results·indicated·that·the·cells·
partially·exhibited·the·phenotypes·of·osteocytes,·
and·we·decided·that·our·primary·culture·system·
of·osteocyte-like·cells·was·adequate·to·examine·
osteocyte·function.
·It·has·been·demonstrated·that·osteocytes·control·
bone·modeling·and·remodeling·in·response·to·
mechanical·stimuli·10,·27,·28),·and·are·crucial·for·
intermediary·organization·of·the·skeleton·4).·In·
recent·years,·several·studies·have·shown·that·
sclerostin·and·Dmp-1·expressions·in·osteocytes·
under·mechanical·stress·are·changed;·namely,·
mechanical·loading·inhibits·sclerostin·expression·27)·

Fig. 1·:··Osteocyte-like· cells· isolated· from· rat· calvariae.· The· cells· were·
stained·for·ALP,·but·no·ALP·activity·was·observed·(A·and·B).·The·
bars·represent·200·µm·(A)·and·50·µm·(B).·Electrophoretic·analysis·
of·RT-PCR·products·showing·sclerostin·and·β-actin·(C).·The·prod-
ucts·from·calvaria·tissues·(Lane·1),·osteoblast-like·cells·(Lane·2),·and·
osteocyte-like·cells·(Lane·3)·were·separated·on·a·1%·agarose·gel.

Fig. 2·:··Effects·of·CO2·laser·irradiation·on·sclerostin·and·Dmp-1·mRNA·ex-
pression·in·osteocyte-like·cells.·Target·gene·expression·levels·were·
normalized·to·that·of·β-actin.·Each·bar·represents·the·mean·±SD·
of·six·cultures.·*P·<0.05·and·**P·<0.01·compared·with·the·value·of·
control·cultures·(0·W).
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but·stimulates·Dmp-1·expression·in·osteocytes·13,·29).·
Genetic·defects·in·sclerostin·lead·to·sclerosteosis,·
while·sclerostin·secreted·from·osteocytes·inhibits·
bone·formation·of·osteoblasts·by·obstructing·the·
Wnt·signaling·pathway·28).·In·fact,·in·vitro·studies·
have·shown·that·the·addition·of·exogenous·sclerostin·
to·osteoblast·cultures·inhibits·proliferation·and·
differentiation·6,·30).·In·contrast,·Dmp-1·produced·from·
osteocytes·locally·and·systemically·exerts·anabolic·
effects·in·bone·formation.·Dmp-1·null·mice·result·
in·autosomal·recessive·hypophosphatemia·rickets·
characterized·by·the·presence·of·a·large·amount·
of·osteoid·bone·and·the·elevation·of·circulating·
fibroblast·growth·factor·23·7).·In·addition,·an·in·vitro·
study·showed·that·Dmp-1·induces·nucleation·of·
calcium·phosphate·crystals·and·regulates·crystal·
growth·31).·These·studies·indicate·that·sclerostin·
and·Dmp-1·secreted·from·osteocytes·are·negative·
and·positive·regulators·of·bone·metabolism,·
respectively.·In·this·study,·low-power·CO2·laser·
irradiation·inhibited·sclerostin·and·stimulated·Dmp-1·
expression·in·osteocyte-like·cells.·This·indicated·that·
low-power·CO2·laser·irradiation·can·be·applied·for·
bone·therapy.·In·fact,·several·studies·have·reported·
that·CO2·laser·irradiation·induces·bone·formation·
and·accelerates·the·healing·process·of·extraction·
sockets·in·vivo·21,·32·-·34),·and·osteoblastic·cells·increase·
transcription·of·the·bone·sialoprotein·gene·after·
CO2·laser·irradiation·35).·These·findings·support·the·
hypothesis·that·CO2·laser·irradiation·has·anabolic·
effects·on·bone·tissues,·but·there·have·been·few·
studies·focusing·on·the·relationship·between·laser·
effects·and·bone·metabolism·from·the·viewpoint·of·
osteocytes.·As·far·as·we·know,·this·is·first·report·
regarding·the·influence·of·CO2·laser·irradiation·on·
osteocyte·function.
·In·light·of·the·biological·effects·of·CO2·laser·
irradiation,·we·must·carefully·consider·thermal·
energy,·because·the·CO2·laser·is·easily·absorbed·
by·water·35).·We·determined·low·doses·of·laser·
irradiation·by·monitoring·changes·of·temperature·
in·culture·media,·and·temperatures·in·the·culture·

media·were·unchanged·under·the·conditions·used·
here.·If·CO2·irradiation·had·caused·the·osteocyte-
like·cells·thermal·damage,·not·only·sclerostin·
expression·but·also·Dmp-1·expression·would·have·
been·inhibited.·However,·Dmp-1·expression·was·
stimulated·by·CO2·laser·irradiation.·These·results·
indicated·that·the·biological·effects·of·low-power·CO2·
laser·irradiation·on·osteocyte-like·cells·were·induced·
without·thermal·energy,·but·further·investigation·is·
required·to·discover·the·mode·of·action.
·In·conclusion,·low-power·CO2·laser·irradiation·
inhibited·sclerostin·expression·and·stimulated·
Dmp-1·expression·in·osteocyte-like·cells.·These·
results·suggest·a·mechanism·by·which·low-power·
CO2·laser·irradiation·is·useful·for·bone·therapy·in·
dental·treatment,·e.g.·implant·fixation,·periodontal·
treatments,·and·tooth·extraction.·This·study·
provides·important·clues·to·laser·treatments·applied·
for·bone·regeneration.
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骨補填材β-TCP を用いた上顎洞底挙上術の臨床的検討
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Clinical evaluation of the effectiveness of β-TCP in maxillary 
sinus floor elevation

Hayato Hashiguchi 1), Hideki Kizu 2), Keisuke Suzuki 2), Soichiro Asanami 1)

　１）国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科
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Abstract

·The·purpose·of·this·clinical·study·was·to·evaluate·the·effectiveness·of·β-tricalcium·phosphate·(β-TCP)·as·a·
bone·graft·substitute·in·maxillary·sinus·floor·elevation.
·Sixty·one·of·the·one·hundred·five·patients·were·treated·with·β-TCP·for·maxillary·sinus·floor·elevation·from·
May·2007·to·February·2013.··Various·factors·were·evaluated·over·five·months·following·the·treatment·to·
determine·the·effectiveness·of·β-TCP·for·both·lateral·and·crestal·approach.
·No·complication·was·observed·for·the·crestal·approach.·Perforation·of·maxillary·sinus·membrane·was·
observed·for·4%·of·lateral·approach·treatment.·However,·recovery·was·alleviated·by··the·use·of·resorbable·
membrane·and·collagen·membrane.·Maxillary·sinusitis·and·the·leakage·of·β-TCP·were·not·observed.
·The·results·demonstrated·the·effectiveness·of·β-TCP·in·bone·grafting·not·only·through·osteoconductivity,·but·
also·biocompatibility,·bioresorbability,·and·the·ease·of·use·with·respect·to·long·term·implant·prognosis.

１．緒　言

　インプラント治療は安全な予知性のある歯科医療の
一つとして認知されているが、インプラントの需要が
増加すると共に、従来インプラントの適応が難しいと
されてきた部位へのインプラント埋入も求められるよ
うになった。上顎においては上顎洞があり、臼歯部に
埋入する際、歯槽骨頂から上顎洞底部までの母骨高径

が不足していることが多く、この部位では上顎洞底を
挙上し、同部に骨補填材を填塞しインプラントを植立
する方法がスタンダードとなっている。骨補填材につ
いては、従来より自家骨、他家骨、人工骨など様々な
ものがあるが、その評価については意見が分かれる。
今回われわれは、骨補填材として骨伝導能を有するβ
-TCP を用い、その有用性について検討を行ったので、
その概要を報告する。



● 62

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：61 - 66, 2013.

２．材料と方法（症例）

対象は、2007 年 5 月から 2013 年 2 月までの 5 年 9 か
月間にβ-TCP を用いて上顎洞底挙上術を実施（図１、
２）した 61 名 105 本（Lateral·Approach：35 名 71 本、
Crestal·Approach：26 名 34 本）において、年齢、性
別（表１、２）、埋入部位、CT 画像上での母骨高径、
埋入したインプラント体の種類、インプラント体の幅
径・長径、挙上量、β-TCP の種類、洞粘膜穿孔の有無、
インプラント体の脱落の有無、経過観察期間（5 か月
以上）を検討した。
　なお、洞粘膜の挙上には簡便で安全性が確認され
ている OSSTEM 社の器具で、Lateral·approach に
は LAS-KIT®（ 図 ３）、Crestal·approach で は CAS-

図１：上顎洞底挙上術（Lateral·Approach）

図２：上顎洞底挙上術（Crestal·Approach）

表１：対象患者の年齢および性別（Lateral·Approach）

表２：対象患者の年齢および性別（Crestal·Approach）

図３：Lateral·Approach 用の Sinus·KIT、LAS-KIT

KIT®（図４）を用いた 1）。
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３．結　果

　結果を表 3 〜 10 に示す。
　Lateral·Approach 全 35 名 71 本の内訳は、年齢 32
〜85歳、平均54歳。性別は、男性9名・女性26名であっ
た。部位は、FDI 方式の 16 番部が 20 本と一番多く、
実施部位の母骨高径は、2 〜 10mm、平均 3.9mm で
あった。埋入したインプラント体の種類は、XiVE®

が 41 本と一番多く、以下、Camlog·Promote·Plus®、
ASTRA·TECH®、POI·EX®、ANKYLOS® であった。
幅径は、3.4 〜 4.5mm で、3.8mm が一番多く全体の約
38%（71 本中 27 本）であった。長径は、10 〜 13mm で、
11mm が一番多く全体の約 91%（71 本中 65 本）であっ
た。挙上量は 1 〜 15mm、平均 9.0mm、β-TCP は全
症例で用いられたのがOsferion®であった。全71本中、
上顎洞粘膜の穿孔は 3 症例、インプラント体の脱落は
2 本で、経過観察期間は 5 か月〜 5 年 9 か月間、平均
3 年 3 か月であった。（表３〜６）
　Crestal·Approach 全 26 名 34 本の内訳は、年齢 42
〜 75 歳、平均 58 歳。性別は、男性 12 名・女性 14
名であった。部位は、FDI 方式の 16 番部が 13 本と
一番多く、実施部位の母骨高径は、4 〜 11mm、平
均 6.0mm であった。埋入したインプラント体の種類
は、Camlog·Promote·Plus® が 23 本と一番多く、以
下、ASTRA·TECH®、XiVE®、OSSTEM·TS Ⅲ ®、
Nobel·Active® であった。幅径は、3.8 〜 6.0mm で、
4.3mm が一番多く全体の約 53%（34 本中 19 本）で

あった。長径は、9 〜 16mm で、11mm が一番多く全
体の約 65%（34 本中 22 本）であった。挙上量は 4 〜
10mm、平均 6.5mm、β-TCP は全症例で用いられた
のが Osferion® であった。全 34 本中、上顎洞粘膜穿
孔、インプラント体の脱落は共になかった。経過観察
期間は 5 か月〜 3 年 2 か月間、平均 2 年 6 か月であっ
た。（表７〜 10）

図４：Crestal·Approach 用の Sinus·KIT、CAS-KIT

表３

表４
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表５

表６

表７

表８

表９

表 10
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４．考　察

　インプラント治療の適応拡大に伴い、GBR（Guided·
Bone·Regeneration）をはじめ、各種 bone·graft、歯
槽骨延長法、スプリットクレスト法、上顎洞底挙上
術（ソケットリフト、サイナスリフト）、多血小板血
漿 (PRP) などが必要に応じて行われている。その中で
も上顎臼歯部においては、インプラント埋入部位の骨
量を増大するため、上顎洞底挙上術は最も広く用いら
れ、低侵襲で安全な手術法が種々考案されてきた。ま
た、その際に用いる骨補填材としては主に、自家骨、
HA（ハイドロキシアパタイト）、β-TCP（リン酸三
カルシウム）、牛骨由来 HA、およびそれらの混合な
どが挙げられ、その評価については様々な意見がある
2）。今回われわれは、上顎洞底挙上術において骨補填
材としてβ-TCP を用い、その有用性について検討を
行った。
　骨補填材は、①生体親和性を有する、②吸収置換率
が自家骨と近似している、③骨誘導能・骨伝導能を有
する、④感染のリスクがない、などの条件が求められ
る 3）。β-TCP は骨補填材として、生体親和性が高く、
生体内で速やかに吸収され自家骨に置換されるという
特徴を有する 4 〜 7）。上顎洞底挙上術において一番注意
が必要なのは、上顎洞粘膜の穿孔や骨補填材の洞内へ
の漏出による上顎洞炎などの術後感染であり、その点
においては非吸収性材料である HA などより有意だ
と考えられる 8）。また、ラットの頭蓋骨にクリティカ
ルサイズの骨欠損を作成し、β-TCP と自家骨をそれ
ぞれ填塞し、比較したところ、β-TCP の新生骨量は
自家骨と同等のものであり、骨伝導性も報告されてい
る 9）。今回われわれは、自家骨や他の骨補填材との比
較は行わなかったが、各種骨補填材を用いた上顎洞底
挙上術の臨床的検討を行った報告では、各種骨補填材
における有意差は認めていない 10 〜 12）。
　今回、Crestal·Approach では上顎洞底粘膜穿孔お
よび上顎洞内へのβ-TCP の漏出、インプラント体の
脱落はみられず、また、Lateral·Approach でも 71 本
中 3 例（約 4%）に上顎洞底粘膜の穿孔がみられたが、
吸収性メンブレンやコラーゲン膜を用いることにより
リカバリーすることができ、β-TCP の漏出や上顎洞
炎はみられなかった。

　脱落については、Lateral·Approach を行った 71 本
中 2 本（約 2.8%）にみられたが、いずれも原因は母
骨高径の不足であった。
　以上の結果をふまえ、洞粘膜の挙上に簡便な器具

（LAS-KIT®、CAS-KIT®）を用い、骨補填材としてβ
-TCP を用いた術式は、時間短縮と共に低侵襲で安全
に上顎洞底挙上のための骨造成が得られインプラント
を適確に埋入でき、さらに、経過観察期間から良好な
長期予後も認められたことより、本術式は有用で、本
移植材は他の骨補填材と比較しても遜色ないと評価し
たい。

５．結　論

　上顎洞底挙上術において骨伝導能を有する移植材料
としてβ-TCP を用いたが、アレルギーなど人体への
為害作用も見られず、操作性にも優れ、長期予後が望
めたため有用な骨補填材として評価したい。
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抄　録

　インプラント治療は安全な予知性のある歯科医療の一つとし
て認知されているが、上顎においては歯槽骨頂から上顎洞底部
までの母骨高径が不足している場合は、上顎洞底を挙上し、同
部に骨補填材を填塞しインプラントを植立する方法がスタン
ダードとなっている。骨補填材については、従来より自家骨、
他家骨、人工骨など様々なものがあるが、今回われわれは、骨
伝導能を有するβ-TCPを用い、その有用性について検討を行っ
たので、その概要を報告する。
　対象は、2007 年 5 月から 2013 年 2 月までの 5 年 9 か月間
にβ-TCP を用いて上顎洞底挙上術を実施した 61 名 105 本

（Lateral·Approach：35 名 71 本、Crestal·Approach：26 名 34
本）において、年齢、性別、埋入部位、CT 画像上での母骨高径、
埋入したインプラント体の種類、インプラント体の幅径・長径、
挙上量、β-TCP の種類、洞粘膜穿孔の有無、インプラント体
の脱落の有無、経過観察期間（5 か月以上）を検討した。
　全61名105本の内訳は、年齢が平均56歳。性別は、男性21名・
女性 40 名であった。部位は FDI 方式の 16 番部が 33 本と一
番多く、実施部位の母骨高径は平均 4.7mm であった。埋入し
たインプラント体の種類は XiVE® が 44 本・Camlog·Promote·
Plus® が 43 本と多かった。幅径は 3.4 〜 6.0mm で、3.8mm
が 30 本・4.3mm が 31 本と多かった。長径は 9 〜 16mm で、
11mm が 87 本と一番多かった。挙上量は平均 6.6mm、β-TCP·

は全症例で Osferion® であった。全 105 本中、上顎洞粘膜の穿
孔は 3 症例、インプラント体の脱落は 2 本で、経過観察期間は
5 か月〜 5 年 9 か月間、平均 3 年 3 か月であった。
　上顎洞底挙上術において骨伝導能を有する移植材料としてβ
-TCP を用いたが、アレルギーなど人体への為害作用も見られ
ず、操作性にも優れ、長期予後が望めたため有用な骨補填材と
して評価したい。
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レーザーアブレーション法を用いたフッ素化アパタイト薄膜の作製とin vitro 評価

本津　茂樹 1)、西川　博昭 1)、楠　正暢 1)、橋本　典也 2)

Preparation of fluoridated hydroxyapatite thin films by laser deposition 
technique and in vitro  evaluation of its biocompatibility

Shigeki Hontsu 1), Hiroaki Nishikawa 1), Masanobu Kusunoki 1), Yoshiya Hashimoto 2)

　１）近畿大学生物理工学部医用工学科　Department·of·Biomedical·Engineering,·Faculty·of·Biology-Oriented·Science·and·
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Technology,·Kinki·University
　２）大阪歯科大学·歯科理工学講座··　　Department·of·Biomaterials,·Osaka·Dental·University

１．緒　言

　ハイドロキシアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2；以下、
HAp と記す）の Ca サイトや PO4 サイト、OH サイト
は種々の元素やイオンが置換するという高いイオン交
換能をもっている。Ca イオンのサイトには陽イオン
の Fe イオンや Mg イオン、Sr イオンがよく置換し、
リン酸基や水酸化物イオンサイトには陰イオンの F
イオンや炭酸イオンなどが置換することが知られてお
り、この性質を利用すれば生体溶解性、結晶性、電気的・
化学的特性を制御できることが知られている。中でも

OH－の一部を F－に置換したフッ素化ハイドロキアパ
タイト（Ca10(PO4)6(OH)2 - XFX· [0<X<2]：·以下、FHAp
と記す）は高い結晶性と、低い溶解性をもつ生体材料
として有名であり、フッ素の置換は虫歯予防に効果が
あることはよく知られている 1),·2)。
　我々はこれまで、レーザーアブレーション（PLD）
法を用いて HAp 薄膜コーティングインプラントを作
製し、その優れた機能について報告してきた 3),·4)。本
論文では、生体内で HAp と同等の生体親和性を示す
とともに、酸に対して溶解しにくい FHAp 薄膜を作
製し、その生体適合性をin-vitro で評価したので報告
する。

Abstract

·Fluoridated·hydroxyapatite·(Ca10(PO4)6(OH)2-2xF2x;·FHAp)·is·expected·to·be·much·more·effective·than·
hydroxyapatite·(HAp)·in·medical·and·dental·applications·due·to·its·good·acid-resistance.·In·this·paper,·we·
report·the·results·of·fabrication·of·FHAp·films·and·in·vitro·evaluation·of·its·biocompatibility.·FHAp·films·
were·deposited·on·Ti·substrates·by·PLD·using·an·ArF·excimer·laser.·XRD·results·showed·that·the·length·
of·the·a-axis·of·FHAp·film·decreased·compared·to·the·standard·length·of·HAp.·In·the·FT-IR·analysis,·it·was·
confirmed·that·part·of·OH－·was·replaced·by·F－.·From·the·FT-IR·analysis,·the·FHAp·film·yielded·a·fluorine·
signal.·In·the·in-vitro·cell·test,·it·was·proven·that·FHAp·film·showed·excellent·cell·proliferation·of·the·degree·
equal·to·HAp·film.·These·results·indicate·that·we·succeeded·in·the·fabrication·of·FHAp·film·that·is·very·useful·
as·the·implant·coating·material·in·the·next·generation.
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２．実験方法

１）ターゲットの作製
　FAp 粉末（太平化学産業株式会社）を 150MPa で
加圧成型することで、直径 16mm、厚さ 2mm のディ
スク状にし、その後電気炉で 600℃－ 10 時間焼成し
たものを薄膜成膜用のターゲットとした。

２）FHAp 薄膜の作製と評価法
　FHAp 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材料である FAp 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、粒子の爆発的な剥離・分解反応（アブレーショ
ン）が生じ、ターゲット材料は原子、分子、イオンと
いったといった各種の化学種に分解してターゲット表
面から飛散する。これらをターゲット表面に対向配置
した Ti（基板）の表面に付着・堆積させることでを
Ti を被覆する。PLD 法は光エネルギーを使用するた
め、ターゲットの組成と薄膜の組成のずれが少ないと
いう長所がある。
　FHAp 薄膜の成膜条件は次の通りである。成膜温
度 300℃、雰囲気ガス O2+H2O、ガス圧 0.1·Pa とする
ことで FAp 中に OH－基を導入した。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 1Hz から 10Hz へ 15 分間で変化さ
せ、開始 15 分後から 10Hz で膜厚 500nm を成膜した。
平均成膜速度は 0.8nm/min であった。成膜後、薄膜
を電気炉で 450℃－ 10 時間の熱処理を行うことで結
晶化した。
　得られた FHAp 薄膜の結晶構造と結晶性は X 線回
折法（以下、XRD：Ultima·IV,·Rigaku·Corp.,·Japan）
により評価した。また、FHAp 薄膜の官能基の状態
はフーリエ変換赤外分光光度計（以下、FT-IR：620;·
Jasco·Corp.,·Japan）により調べた。さらに、FHAp 薄
膜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：KRA8800,·Ametek·Co.,·Tokyo）を用いた。

３）細胞培養実験 (In-vitro) による生体親和性の評価
　FHAp 薄膜の生体親和性の評価を細胞培養実験に
より行った。Ti基板にFHApを被覆したFHAp/Tiと、
比較のために Ti 基板に HAp 薄膜を被覆した HAp/
Ti をプレートに置き、マウス骨芽細胞（MC3T3-E1）
およびヒト骨芽細胞（MG-63）を 10％牛胎児血清抗
生剤を含む MEM の標準培地で培養した。細胞をト
リプシン処理後に、上記の培地による 2 × 104·cells/
mL の細胞浮遊液を 2 種類の円板上に播種した。24 時
間後に、MTS 法（Cell·Titer,·Progega,·USA）によっ
て 490nm の吸光度を測定する。この 490nm の光の吸
光度が、培地中の生細胞数に比例する。

３．実験結果および考察

１）XRD による結晶構造と結晶性の評価結果
　フッ素化アパタイト Ca10(PO4)6(OH)2 - XFX は F の置
換量が増加するほど、すなわち x が大きくなるほど a
軸長は短くなり、c 軸長は長くなることが報告されて
いる 5)。図２·(a) に FAp ターゲットの XRD パターン
を示す。図から FAp の標準パターンが得られている
ことが分かる。[300] 面から算出した a 軸長は 9.371Å
で、出発原料の FAp 粉末の a 軸長 9.322Å に比べ少
し長くなっていたことから、大気中でターゲットを
焼成したために F イオンの一部が OH 基に置換され
た FHAp になった可能性がある。図２·(b) は熱処理後
の HFAp 薄膜の XRD パターンである。図より Ti 基
板のピーク以外に、CaF2 のピーク ( ● ) と FHAp 薄図１：レーザーアブレーション法の概略図
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図２：(a)FAp ターゲットと (b)Ti 基板上に作製した FHAp
　　　薄膜の X 線回折パターン

　（a）

　（b）

図３：(a)FAp ターゲットと (b)Ti 基板上に作製した FHAp
　　　薄膜の EDX 分析結果

　（a）

　（b）

膜の c 軸優先配向のピークが得られていることがわか
る。図中の各ピーク位置から算出したa軸長は9.413Å
となり、a 軸長はターゲットのそれより長くなってお
り、このことは成膜中の雰囲気ガスが O2+H2O である
ことから、さらに多くの F イオンが OH 基に入れ換
わった可能性がある。

２）EDX による評価結果
　図３·(a) に FAp ターゲットの EDX 組成分析結果を
示す。図から F 原子のシグナルが観察されているこ
とより、フッ素を含んだアパタイトであることがわか
る 6)。また、CaとPのピークから計算したCa/Pは 1.37
であり、P リッチになっていることがわかる。
　図３·(b) に FHAp 薄膜のアニール後の EDX 組成分
析結果を示す。ターゲット同様に F 元素が観測され
ており、FHAp 薄膜が得られたと結論づけられる。
　なお、図中の Pd のピークは導通を取るために試料
表面に成膜した Pd 薄膜によるものである。

３）FT-IR による評価結果
　図４に HAp 薄膜とFHAp 薄膜の FT-IR スペクトル
を示す。図から570,·600,·960,·1030,·1090·cm－1のリン
酸基 (PO43－ ) のピークが HAp 薄膜とFHAp 薄膜の
双方に見られる。HAp 薄膜とFHAp 薄膜とを比較す
ると、FHAp の 634cm－ 1 の OH－のバンドが F－イ
オンの置換により減少していることがわかる 7)。また、
FHAp 薄膜には CO3－のスペクトルが見られることよ
り、炭酸含有FHAp薄膜になっていることを示している。

４）細胞培養による生体親和性の評価
　図５(a) にマウス骨芽細胞（MC3T3-E1）を、(b) に
ヒト骨芽細胞（MG-63）を 24 時間培養した後、MTS
法によって測定した波長 490nm の光の吸光度を示す。
図より、2 つの試料群の間に吸光度の有意な差は認め
られなかったことより、FHAp は HAp と同等の優れ
た生体親和性を示すことが明らかとなった。

４．結　論

　PLD 法を用いて FHAp の薄膜の作製を試みた。得
られた薄膜をX 線回折法、EDX、FT-IR で評価した結
果 FHAp の薄膜が得られていることがわかった。また、
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生体親和性を細胞培養実験（In·vitro）で評価した結果、
FHAp 薄膜は HAp 薄膜と同程度の優れた生体親和性
を持つことがわかった。これらの結果から、FHAp 薄
膜は、今後、歯科分野において有用と考えられる。
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抄　録

　フッ素化ハドロキシアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2 - 2xF2x;·
FHAp）は、その優れた耐酸性のために医療や歯科応用に対し
てハイドロキシアパタイト（HAp）より非常に有用である。·
本論文において、FHAp 薄膜の作製とその生体適合性の細胞
培養試験（in-vitro）による評価の結果を報告する。FHAp 薄
膜は、ArF エキシマレーザーを用いた PLD 法によって、Ti 基
板の上に成膜された。XRD 回折の結果は、FHAp 薄膜の a 軸
長は HAp の標準的な長さと比較して短くなることを示した。·
FT-IR 分析から、OH－の一部が F－に置き換わることが確認さ
れた。FHAp 薄膜の FT-IR 分析において、フッ素原子のシグ
ナル信号を観測した。細胞培養試験（in-vitro）では、FHAp
薄膜が HAp 薄膜と同程度の優れた細胞増殖を示すということ
が証明された。これらの結果は、FHAp 薄膜の作製の成功は、
次世代のインプラントコーティング材料として非常に有用であ
ることを示している。図５：(a) マウス骨芽細胞（MC3T3-E1）と (b) ヒト骨芽細胞（MG-63）

　　　の播種 24 時間後の吸光度

　（a）

　（b）

図４：HAp 薄膜および FHAp 薄膜の FT-IR スペクトル
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レーザーアブレーション法により作製した
ハイドロキシアパタイト薄膜の圧電性の評価
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１．緒　言

　骨に圧電性があることは古くから知られており１）、
これが骨の成長やリモデリングに寄与していると言わ
れている。この圧電性は骨の中に含まれるコラーゲン
繊維の歪みによる正負電荷の対称中心のずれによるも
のとされ、結晶の対称中心をもつ六方晶系のハイド

ロキシアパタイト（HAp）には圧電性はないとされ
てきた。しかし近年、人工的に合成された HAp（以
下、人工合成 HAp）に圧電性があることが発見され
２）、人工合成 HAp は完全な対称構造を持っておらず、
正負の電荷の中心がひずみによりずれるために圧電性
が生じることが分かってきた３）。優れた圧電特性をも
つ HAp 膜を開発できれば、圧電アパタイト・インプ
ラントの実現など、人工合成 HAp の新規生体材料と

Abstract

·In·order·to·measure·the·piezoelectric·properties·of·the·hydroxyapatite(HAp)·films,·we·have·fabricated·Cu/
HAp/Ti·or·Cu/HAp/Pt·structure.·At·first,·a·1.5µm·thick·HAp·was·deposited·on·a·Ti·or·Pt·substrate·using·the·
KrF·pulsed·laser·deposition(PLD)·method.·After·the·HAp·deposition,·the·HAp·film·was·crystallized·by·post-
annealing·in·nitrogen·gas·atmosphere·and·cooled·slowly·in·an·electric·furnace.·Then,·a·Cu·top·electrode·sheet·
was·attached·on·the·HAp·film.·Finally,·one·end·of·the·Cu/HAp/Ti·or·Cu/HAp/Pt·structure·was·clamped·to·
compose·a·vibrating·cantilever·beam.·Piezoelectric·coefficients·were·estimated·by·output·voltage·responses·of·
HAp·films·measured·by·a·operational·amplifier·circuit·when·the·Cu/HAp/Ti·or·Cu/HAp/Pt·beam·was·excited·
by·a·mini-shaker·at·the·first·natural·frequency·of·the·beam.·The·results·showed·the·piezoelectricity·of·the·
artificially·synthesized·HAp·films.
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しての可能性が見込める。そこで、いかにして結晶性
が良く圧電効果の高い人工合成 HAp 膜を創製し、そ
の圧電特性の精度のよい評価結果を確立するかが課題
であると考えられる。本研究では、結晶性の良い薄膜
を成膜する１手法として、レーザーアブレーション

（PLD）法４）により HAp 薄膜を人工的に合成し、そ
の圧電性を HAp 膜を含む構造物の振動応答を測定す
ることによって評価することを試み、新規生体材料と
しての可能性について検討した。

２．実験方法

１）HAp 薄膜の作製
　HAp 薄膜の作製に用いた PLD 法４）の概要を図１に
示す。真空チャンバー内に設置したバルク体の HAp
ターゲット（セルヤード）に対し、O2 および H2O 雰
囲気ガス中で KrF エキシマレーザーを照射し、表面
研磨した Pt あるいは Ti 板（幅 10 ｍｍ、長さ 80mm、
厚さ0.3mm）上にHAp薄膜（約10mm角）を厚さ1.5µm
で成膜した。ここで、ガス圧は 0.8mTorr とした。そ
の後、電気炉にて温度 350℃で 5 時間のポストアニー
ルを行うことにより、HAp 薄膜を結晶化した。この
ポストアニールは、Ti 基板の場合については、酸化
被膜の形成を抑制するために窒素雰囲気ガス中で実施
した。以上により成膜した HAp 薄膜の結晶性を、Ｘ
線回折法で評価した。Ｘ線回折パターンを図２に示す。
ここで、図２(a) は HAp 薄膜を Ti 基板上に成膜した場
合、図２(b) は HAp 薄膜を Pt 基板上に成膜した場合
を示している。これらの図より、Ti 板上よりも Pt 板
上に成膜したほうが、基材と HAp 間に酸化被膜が生
成されないためと考えられるが、Pt 板上のほうがより
優れた結晶性の膜が成膜できていることがわかる。

　次に、HAp 薄膜の絶縁特性を評価するために、ブ
レークダウン電圧の測定を実施した。Au 電極を取り
付けた厚さ 1.5µm の HAp 薄膜に DC 電源より電圧を
印加し、低電圧から徐々に電圧を上昇させていき、電
極間が短絡する直前の印加電圧をブレークダウン電圧
とし、そのときの電界強度を膜厚から評価した結果と
ともに表１に示す。ここでは代表的な 3 つのサンプル
からの評価結果を示している。測定値には再現性が
あり、また 2.8 〜 3.0 × 10 5·V/m 程度の電界強度であ

る。しかし、Au 電極を蒸着させると電極間が短絡す
る現象が見られた。これは、図３の走査型電子顕微鏡

（SEM）写真からもわかる通り、基材と HAp の熱膨
張率の違いにより、アニール時にマイクロクラックが
生じ、そこに電極（Au 蒸着）粒子が入り込んだため
と考えられる。これは、Ti および Pt の熱膨張率がそ
れぞれ 8.6 × 10 -6·K -1 および 8.8 × 10 -6·K -1 であるの
に対し、HAp の熱膨張率は·13.7 × 10 -6·K -1 であるこ
と、アニール前の SEM 写真では図３のようなクラッ
クは観測されなかったことからも説明される。そこ

図１：レーザーアブレーション法の概要

図２：HAp 薄膜のＸ線回折パターン
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で、ここまで用いてきた Au 蒸着電極の代わりに、厚
さ 70µm の Cu 電極（導電性テープ）を用いることと
した。これにより HAp 薄膜の電極間の短絡が回避さ
れ、後に示す圧電特性の評価が可能となった。

表１：ブレークダウン電圧の測定結果
Break·down·voltage·

(V)
Electric·field·

(V/cm)
　Specimen·#1 45 3.0 × 105

　Specimen·#2 42 2.8 × 105

　Specimen·#3 42 2.8 × 105

２）振動応答測定による圧電率の同定方法
　梁の振動理論に基づき、圧電膜が貼付された構造物
の振動応答から、圧電率を同定することができる５）。·
図４に解析モデルおよび座標系，図５に装置を示す。
圧電薄膜が貼付された梁について、連続体の振動理論
に基づき基礎方程式を導出し整理すれば、運動方程
式は次式のように導出される３）。圧電 d31 定数は式 (1)
にまとめられる。

ρA　　+　　  EBI　    －∑M(i)  = 0
∂2y    ∂2       ∂2u
∂x2   ∂x2       ∂x2

N

i=1(                  ) （1）

　ここで、ρ,·A,·u ,·EB および I はそれぞれ、梁の密度，
断面積、曲げ変位、ヤング率、および断面二次モーメ
ントであり、M(i) は逆圧電効果により梁に加わるモー
メントを示している。また N は梁に貼付された圧電
体の枚数を表し、本研究では N=1 である。センサ出
力 VS は次式のように導かれる。

Vs =                          －tCtB  d31EP

 L    ε (               ) （2）1
2

∂u      ∂u
∂x x2   ∂x x1

　ここで、EP およびεは圧電体のヤング率と誘電率
であり、x1 および x2 は x 軸方向について圧電体の貼
付範囲を表す薄膜両端での x 座標である。式 (2) より、
圧電 d31 定数は次式のように表される。

d31=
2LεVs           1          φj( l )
tCtBEP　{φ′j (x2)－φ′j(x1) } u( l )

（3）

　ここで、Φj(x) は幾何学的境界条件を満たす
Bernoulli-Euler 梁のモード形状関数であり、プライ
ムは x についての微分を示す。式 (3) において、L,·tC ,·
tB , およびΦj(x) は既知であるので、圧電体のヤング率
と誘電率が与えられれば、圧電体の出力電圧 VS と梁
先端の変位 u(l ) の測定結果より、圧電 d31 定数が同定
できる。

図４：解析モデルおよび座標系

図３：HAp 薄膜の走査型電子顕微鏡（SEM）写真

図５：振動応答測定実験装置の概要
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３．結果と考察

　図６に HAp 薄膜の発生電圧の時刻歴応答波形の測
定結果例を示す。ここで、図６(a) は梁の静止時、図
６(b) は 1 次共振点（周波数 16.6Hz）で加振した場合
を示す。これらの図より、静止時では有意な電圧出力
は観測されていないが、共振時には梁の振動による動
的ひずみに対応した電圧が明確に観測された。また、
共振時に梁の運動を拘束し振動歪を殆んど生じさせな
い状態にしたところ、この電圧も観測されなくなった。
よって、この現象は正圧電効果によるものと思われる。
そこで、この実験での梁先端変位は 4mm 程度であっ
たことから、HAp のヤング率と比誘電率をそれぞれ
60Ga および 20 と仮定した場合について、膜の面内引
張ひずみに対応する圧電 d31 定数を式 (1) より同定し
たところ、d31=0.2·pC/N 程度であることがわかった。
これは分極処理をしていない現状での値であり、今後
は分極処理を施した後に再度測定・評価する必要があ
ると考えている。

４．結　論

　PLD 法により作製した人工合成 HAp 薄膜に片持梁
の振動によって動的なひずみを印加することにより
電圧が発生することを確認し、その圧電率は d31=0.2·
pC/N 程度であることを確認した。よって、この現象
は正圧電効果によると思われる。今後、分極処理後の
圧電特性評価、および逆圧電効果の測定等を行い、さ
らに新規生体材料としての可能性を追究していく予定
である。

文　献

·1）　·Fukada·E.,·Yasuda·I.:·On·the·piezoelectric·effect·of·bone;·
J.·Phys.·Soc.·Japan·12:1158-1162,1957.

·2）　·Lang·S.·B.,·Tofail·S.·A.·M.,·et·al.:·Pyroelectric,·piezoelec-
tric,· and·photoeffects· in·hydroxyapatite· thin· films·on·
silicon,;·Appl·Phys·Lett,·98,·123703·(2011)

·3）　·Tofail·S.·A.·M.,· et· al.:·Piezoelectricity·of·bone· from·a·
new·perspective;·Proc.·14th·International·Symposium·on·
Electrets:91-92,2011.

·4）　·Nishikawa·H.·R.·Hatanaka,· et·al.:·Preperation·of· free-
standing·hydroxyapatite·membranes·with· excellent·
biocompatibility·and·flexibility,·Appl·Phys·Exp,·1:088001,·
2008.

·5）　·Nishigaki·T:·A·new·shaping·design·method·of·distrib-
uted·piezoelectric·film·sensor/actuator·for·vibration·con-
trol·of·flexible·beams;·Mem.·School.·B.O.S.T.·Kinki·Univ,·
22:1-17,2008.

抄　録

　これまで報告されていないレーザーアブレーション法（PLD
法）により人工的に合成されたハイドロキシアパタイト（HAp）
の圧電効果を評価するために、Cu/HAp/Ti·および·Cu/HAp/
Pt 試験片を作製した。まず、KrF レーザーによる PLD 法を用
いて、厚さ 1.5µm の HAp 薄膜を Ti あるいは Pt 基板上に成膜
した。その後、窒素雰囲気ガス中においてポストアニールし、
HAp 薄膜を結晶化した。次いで、電極間の短絡を回避するた
め、HAp薄膜に導電性のCuテープを接着し電極として用いた。
Cu/HAp/Ti·および·Cu/HAp/Pt 試験片の一端を固定して片持
ち梁とし、梁の 1 次共振点で加振した場合の先端変位ならびに
はりの出力電圧を測定することで、圧電定数の同定を試みた。
その結果、梁の動的ひずみに対応した出力電圧が観測され、圧
電効果を確認することができた。

図６：HAp 出力電圧の時刻歴応答
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Abstract

·Recently,·tissue·or·organ·regeneration·has·been·studied·from·pluripotent·stem·cells.·For·this·purpose,·
development·of·scaffolds·that·can·be·long-term·cell·differentiation·culture·technique·is·necessary.·Generally,·
porcine·collagen·has·been·studied·as·a·scaffold·of·these·cells.·However,·there·are·safety·concerns·that·porcine·
endogenous·retrovirus·is·included·porcine·origin.·Accordingly,·marine·collagen·is·desired·from·the·viewpoint·
of·safety·scaffold.·We·examined·type·I·collagen,·extracted·from·the·scales·of·tilapia·inhabiting·tropical·
and·subtropical·areas,·can·be·used·as·a·scaffold·for·ES-D3·cells.·As·a·result,·it·had·no·effect·on·ES-D3·cell·
differentiation·as·compared·with·porcine·collagen.·And,·the·collagen·sponge·extracted·from·the·scales·of·tilapia·
may·be·as·effective·as·the·collagen·gel·when·used·as·a·scaffold·for·tissue·regeneration.

1. Objective

·Various·scaffolds·have·been·developed·using·
collagens·derived·from·mammals·(e.g.,·pigs)·1-7).·
However,·there·are·safety·concerns·that·porcine·
endogenous·retrovirus·is·included·porcine·origin·8).·
Fish·are·considered·to·be·free·of·these·problems,·
because·humans·and·pigs·are·mammals,·while·fish·
is·species·distinct·from·mammals.·We·employed·
long-term·culture·to·differentiate·ES-D3·cells,·i.e.,·
using·salmon·collagen·9).·However,·long-term·culture·
conditions·(three·weeks),·required·for·differentiating·
ES-D3·cells·into·various·tissues·and·organs,·
have·precluded·continued·culture·because·of·the·
degeneration·of·collagen·derived·from·salmon·living·
in·the·cold·sea.·We·examined·whether·this·collagen·
can·be·used·as·a·scaffold·for·the·long-term·culture·

of·mouse·ES·cells.·Thus,·we·differentiated·ES-D3·
cells·in·a·long-term·culture·using·type·I·collagen,·
extracted·from·the·scales·of·tilapia·living·in·tropical·
and·subtropical·waters,·as·a·scaffold.·In·the·present·
study,·alkaline·phosphatase·(AP)·activities·in·ES-D3·
cell·differentiation·were·examined.

2. Materials and Methods

1) Cells
·The·embryonic·stem·cells·from·the·D3·mouse·cell·
line·(ES-D3·cells)·and·clone·A31·from·mice·(Fig.1).

2) Culture medium
·Dulbecco's·Modified·Eagle·Medium·(DMEM,·Gibco,·
NY,·USA),·supplemented·with·Non-Essential·Amino·
Acids·(NAA,·Invitrogen,·CA,·USA),·20%·(v/v)·
Fetal·calf·serum·(FCS,·Hyclone®,·Lot.·AVB63354,·
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UT,·USA),·0.1mM·β-mercaptoethanol·(Invitrogen),·
penicillin·/·streptomycin·(Invitrogen),·and·0.2%·(v/v)·
L-glutamine·(Invitrogen)·were·used.

3) Three dimensional culture
·Type·I·collagen·extracted·from·the·scales·of·tilapia·
was·used·as·a·liquid·(LT)·or·sponge·(ST)·scaffold.·
The·sponge·scaffold·was·obtained·by·drying·a·
liquid·scaffold·in·vacuum.·Porcine·collagens·(Nitta·
Geratin,·Osaka,·Japan)·were·used·for·comparison.·
They·included·type·I-A·collagen·and·a·mixture·
of·type·I-A·and·III·collagens·(3·:·1)·(MG).·To·9·
mL·of·LT,·1·mL·of·10-fold·concentrated·DMEM·
containing·additives·(NAA,·β-mercaptoethanol,·and·
L-glutamine)·was·added,·followed·by·mixing·with·1·
mL·of·reconstruction·buffer·(Nitta·Gelatin)·for·pH·
adjustment·(Fig.2a).·On·the·other·hand,·8·mL·of·
MG·was·mixed·with·1·mL·of·10-fold·concentrated·
DMEM·and·1·mL·of·reconstruction·buffer·in·ice,·in·
the·same·manner·as·for·LT·(Fig.2c).
·Cell·culture·inserts®·(pore·size:1.0·µm,·Becton·
Dickinson,·NJ,·USA),·300·µL·each·of·these·mixtures·
was·added·with·a·pipette.·Sponge-like·ST·was·cut·
into·8-mm-diameter·discs.·The·discs·were·placed·
into·the·cell·culture·inserts,·followed·by·the·addition·
of·300·µL·of·DMEM·and·additives·(Fig.2b).·Into·all·
spaces·between·the·inter·cells·and·12·wells·(AGC·

Techno·Glass,·Tokyo),·2·mL·of·culture·medium·was·
added·with·a·pipette·(Fig.2).
·ES-D3·cells·were·prepared·with·the·test·solutions·
at·3.75×104·cells/mL,·followed·by·3-day·hanging-
drop·culture·on·the·back·cover·of·a·10-cm·dish·in·
a·5%CO2·incubator·(TABAI·Co.,·Ltd,·Osaka,·Japan).·
The·Embryo·body·(EB)·was·cultured.·EB·was·gently·
placed·onto·each·collagen,·followed·by·culture·for·
up·to·three·weeks·in·an·incubator·at·37℃.·Then,·
the·pulse·of·myocardial·cells·was·examined·under·a·
phase·contrast·microscope·(IX-70,·Olympus,·Tokyo,·
Japan),·and·calculated·from·the·percentages·for·
the·wells.·AP·index·shows·the·percentage·of·the·
total·area·by·image·analysis·the·area·of·the·stained·
portion·of·the·red·color·by·AP·activity·using·an·
ES·Cell·Characterization·Kit·(Millipore,·USA).·It·is·
suggested·if·there·is·little·value·in·the·AP·index,·
differentiation·of·ES·cells·has·progressed.
·The·results·are·expressed·as·the·mean·with·a·
confidence·interval·of·95%.·The·data·represent·three·
independent·experiments.

3. Results

·The·presence·of·pulsating·myocardial·cells·were·
microscopically·observed·upon·the·differentiation·
of·EB·in·the·scaffolds·(Fig.3).·The·images·of·AP·
activities·were·analyzed·(Fig.4).·The·average·
pulse·rates·of·cardiac·muscles·after·culture·for·
one·week·were·64%·for·LT·and·67%·for·ST·and·

········································································50µm

··········Fig.1·:·ES-D3·cells·(Mouse·Embryonic·Stem·Cells·D3)

Fig.2·:·Schematic·diagram·of·a·three-dimensional·culture·system·using·
·········collagen·gel
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MG.·As·shown·by·the·image·analysis·of·AP,·the·
AP·activities·after·culture·for·one·week·were·4.5,·
2.9,·and·3.3%·for·LT,·ST,·and·MG,·respectively,·
demonstrating·marked·differentiation·as·compared·
with·EB.·The·average·pulse·rates·after·culture·for·
two·weeks·were·67,·72,·and·74%·for·LT,·ST,·and·
MG,·respectively,·demonstrating·a·slightly·lower·
value·for·LT.
·The·average·pulse·rates·after·culture·for·three·
weeks·were·67,·64,·and·60%·for·LT,·ST,·and·MG,·
respectively,·showing·no·significant·difference.
·The·image·analysis·of·AP·activities·after·culture·for·
two·weeks·or·longer·showed·0%·for·all·the·scaffolds,·
demonstrating·complete·differentiation.

·The·collagen·sponge·provides·simpler·experimental·
procedures,·requiring·no·pH·adjuster,·than·the·
collagen·gel,·and,·therefore,·is·advantageous·in·
differentiating·embryonic·stem·cells,·such·as·ES·
cells.·The·collagen·sponge·had·few·effects·on·cell·
differentiation.·The·collagen·sponge·scaffold·may·
facilitate·cell·differentiation·with·cells·tangled·in·
the·collagen·fibers.·Thus,·the·collagen·sponge·may·
provide·a·different·physical·environment·for·cell·
differentiation·as·compared·with·the·collagen·gel.·
As·previously·demonstrated,·typeⅠ·collagen·gel·
alone·has·effects·on·long-term·cell·differentiation·
because·of·its·hardness.·This·is·partially·explained·
by·the·incomplete·implantation·of·EB·into·collagen·
gel.·Microscopically,·all·teratomas·sterically·spread·
into·collagen.·The·teratomas·were·morphologically·
indistinguishable·these·collagen·gels.
·Fish·collagen·has·been·commercially·available·as·
a·component·of·supplements·and·cosmetics·9,·10).·
Tilapia·lives·in·tropical·and·subtropical·waters·and,·
therefore,·had·collagen·with·a·high·denaturation·
temperature.·Thus,·the·collagen·is·suitable·for·long-
term·culture.·In·addition,·collagens·of·ectothermic·
reptiles,·such·as·crocodiles·and·snakes,·may·be·
suitable.·However,·reptilian·collagens·are·unlikely·to·
be·permitted·because·of·the·risks·of·viruses.
·Long-term·culture·is·required·for·differentiating·
ES·and·iPS·cells·into·tissues·and·organs.·Long-
term·culture·for·three·weeks·or·longer·is·required·
for·differentiating·ES-D3·cells·into·all·organs.·A·
longer·and·stable·culturing·environment·should·
be·provided·for·human·cells.·The·collagen·sponge·
extracted·from·the·scales·of·tilapia·may·be·as·
effective·as·the·collagen·gel·when·used·as·a·scaffold·
for·tissue·regeneration.
·To·regenerate·tissues·and·organs·damaged·by·
diseases,·regenerative·medicine·using·stem·cells·
is·employed.·Recently,·in·pluripotent·stem·cell·
research,·regenerative·medicine·using·embryonic·
stem·cells·has·also·been·developed.·Ideally,·the·
goal·of·regenerative·medicine·is·to·generate·safer·
replacement·tissues·and·organs·from·embryonic·

Fig.3·:·The·incidence·of·myocardial·beating·rete·by·differentiation·of·EB.
··········(·*·:·P·<·0.05)

Fig.4·:·Comparison·of·Alkaline·phosphatase·activities·in·three·scaffold·(%)

4. Discussion

·The·collagen·sponge·extracted·from·the·scales·of·
tilapia·had·slight·difference·on·the·differentiation·of·
ES-D3·cells,·as·observed·for·the·collagen·gel.
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stem·cells.·Specifically,·cells·are·collected·from·a·
patient·and·reprogrammed·using·iPS·techniques·for·
differentiation·into·tissues·and·organs·of·interest.·
Culture·techniques·required·for·this·purpose·include·
three-dimensional·scaffolds·that·allow·a·long-term·
culture·of·iPS·cells·to·simulate·a·human·living·
structure.
·Comparison·of·the·amino·acid·composition·of·both·
collagens·derived·from·tilapia·and·porcine·had·been·
reported·11).·There·are·some·differences·in·the·amino·
acid·composition·of·both·collagens.·All·the·nutrients·
needed·to·differentiate·ES·cells·basically·included·
in·the·medium.·Therefore,·there·is·a·possibility·that·
physical·properties·of·the·collagen·gel·can·affect·the·
differentiation·of·ES·cells.·In·future,·it·is·necessary·
to·consider·in·detail·the·effects·of·various·physical·
properties·of·the·scaffolds.

5. Conclusion

·We·examined·whether·type·I·collagen·and·
collagen·sponge,·extracted·from·the·scales·of·tilapia·
inhabiting·tropical·and·subtropical·areas,·can·be·
used·as·a·scaffold·for·ES-D3·cells.·As·a·result,·it·had·
no·effect·on·ES-D3·cell·differentiation·as·compared·
with·porcine·collagen.·And,·the·collagen·sponge·
extracted·from·the·scales·of·tilapia·may·be·as·
effective·as·the·collagen·gel·when·used·as·a·scaffold·
for·tissue·regeneration.
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抄　録

　近年，多能性幹細胞から組織や臓器再生が検討されている．
この目的のため長期間の細胞分化培養技術で scaffold の開発が
必要である．ブタ由来のコラーゲンは細胞の足場として研究さ
れてきたが，内在性レトロウイルスが含まれているため安全上
の懸念がある．したがって，海洋生物由来のコラーゲンの足場
が安全性の観点から望ましいと考えられる．我々は熱帯，亜
熱帯地域に生息するテラピアの鱗から抽出したコラーゲンを
scaffold として ES-D3 細胞が正常に分化可能か検討した結果，
ブタ由来のコラーゲンと比較して細胞分化に影響を及ぼさな
かった．また，コラーゲンスポンジは組織再生のための足場と
して，コラーゲンゲルの場合と同様に scaffold として使用でき
た．
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Abstract

·The·thin·HA·layer·by·a·sputtering·technique·had·been·expected·that·has·excellent·adhesion·to·the·titanium·
substrate.·However·there·was·no·evidence·in·previous·studies·about·the·adhesion·to·the·substrate.·In·this·
study,·we·investigated·the·change·in·the·film·thickness·and·the·presence·or·absence·of·detachment·of·the·HA·
film·by·the·friction·with·the·resin·when·were·implanted·with·a·high·torque·into·a·resin·model·on·the·basis·of·
a·practical·method.·The·μ-one·HA·implant·S·type·was·used·as·the·experimental·material.·It·was·measured·the·
thickness·changes·and·examined·detachment·of·HA·film·by·friction·after·which·performs·drilling·into·MMA·
resin·block·to·form·holes·in·different·diameters·and·screwing·the·implant·by·using·a·torque·meter.·Was·used·
the·fluorescent·X-ray·analysis·(EDX),·HA·film·thickness·measurements·were·quantitatively·analyzed·by·a·
fundamental·parameter·method.·Thickness·of·HA·film·was·1.8±0.15μm·before·implantation·in·the·resin·block,·
and·was·1.7±0.17μm,·1.9±0.22μm·and·1.9±0.15μm·after·implantation·in·torque·of·48Ncm,·135Ncm·and·140Ncm,·
respectively.·The·sputtered·HA·film·showed·no·change·in·thickness·before·and·after·implantation·into·resin·
block.·And,·no·detachment·of·the·HA·film·was·observed·in·microscopic·observation.·As·a·result,·the·sputtered·
HA·film·was·not·caused·any·detachment·and·degradation·after·implantation·into·the·resin·block·at·a·high·
torque·of·140Ncm.·Therefore,·it·was·considered·that·the·risk·of·detachment·of·HA·film·is·mostly·avoidable·in·
clinical.
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１．緒　言

　HA コーティングインプラントは、チタンインプラ
ントと比べ骨への結合性にすぐれているなど有用性が
高い 1）。従来、HA コーティングは、チタン基材表面
に短時間に厚膜コーティングを施すのに適した方法と
してプラズマ溶射法やフレーム溶射法が用いられてき
た 1,·2）。しかしながら、これらの厚膜 HA コーティン
グは埋入時及び埋入後の剥離や劣化の懸念がしばしば
指摘されている 3 〜 8）。
　一方、薄膜コーティングに適した方法としてスパッ
タリング法を用いた薄膜 HA インプラントが青木ら
により開発され 9,·10）、長期予後の良好なインプラント
として期待されている 11 〜 13）。この HA 膜は、従来法
に比べ緻密で均一な膜厚 1 〜 2µm の HA 薄膜が得ら
れることから、チタンと比べ早期に骨結合（バイオイ
ンテグレーション）を示し、長期には骨に吸収置換さ
れ骨と一体となることで安定な骨結合（オッセオイン
テグレーション）に移行すると考えられている 11,·14）。
　懸田らは市販 HA インプラントについてテープ剥
離試験による密着強さの比較を試みており、他の HA
コーティング法と比べスパッタ法が最も良好であった
としているが、膜厚だけでなく表面粗さ、密度など表
面性状が大きく異なるためバラツキが大きいと報告し
ている 2）。剥離の懸念なく初期固定を向上させる HA
インプラントができれば臨床的にきわめて有用と考
え、今回、スパッタリング法による薄膜 HA インプ
ラントの剥離強さについてより実際的な方法としてト
ルク埋入剥離試験を行い、チタン基材との密着性を評
価した。

２．材料と方法

１）材　料
　試験体は、ストレート型スクエアスレッドタイプ
のスパッタ薄膜 HA インプラント（山八歯材工業社
製ミューワン HA インプラント S タイプ）を使用し
た。フィクスチャー外径 3.7mm、フィクスチャー長
10mmのワンピース型である。チタン2種を基材とし、
サンドブラスト法により粗面化されたチタン表面にス
パッタリング法を用いて膜厚 1.7 〜 1.9µm、表面粗さ

1.5 〜 2µm の HA 膜が形成されている 5）。

２）トルク値測定
　埋入試験には MMA 系樹脂ブロック（ニッシン社
製顎模型 P9-X.761）を用いた。インプラント埋入窩
の形成にはそれぞれ直径 3.1mm、3.2mm 及び 3.5mm
のツイストドリルを使用した。通法に従ってそれぞれ
径の異なるインプラント埋入窩を形成したのち、トル
クドライバーを用いて捩じ込み、そのときの最大トル
ク値を読み取り、埋入トルク値とした（図１）。トル
ク値は東日社製トルクドライバー FTD400CN2-S を用
いて測定した。

３）膜厚測定及び顕微鏡観察
　MMA ブロックに形成した埋入窩へ埋入前後での
HA·コーティング層の膜厚及び剥離の有無を、蛍光 X
線分析（EDX）（日本電子社製エレメントアナライザー
JSX-3600M）を用いて評価した。膜厚は JIS·K·0119：
蛍光 X 線分析方法通則のファンダメンタルパラメー
タ法（FP 法）に準拠し定量分析を行った。膜厚測定
はフィクスチャーの上部、中央部および下部のネジ山
3 点（A、B、C）を測定し平均値とした（図２）。また、
HA 膜の剥離の有無については、実体顕微鏡観察（50
倍程度）によった。

図１：·トルクドライバーを用いたインプラント埋入による HA 膜剥離評価
試験
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３．結　果

１）埋入トルク及び膜厚測定
　使用したドリル径（mm）、インプラント埋入時最
大トルク値（Ncm）、埋入前および埋入後の HA 膜
厚（µm）を図 3 にまとめた。最終ドリル径が 3.5mm、
3.2mm 及び 3.1mm の場合の埋入トルクはそれぞれ
48Ncm、135Ncm 及び 140Ncm であった。埋入前の

図２：試験に用いたインプラントと膜厚測定点（A，B，C）

膜厚が 1.8±0.17µm であったのに対し、埋入後の膜厚
はそれぞれ1.7±0.17µm、1.9±0.22µm及び1.9±0.15µm
であった。埋入後の平均膜厚はトルク値によらずいず
れも 1.7 〜 1.9µm であった。この結果、HA 膜表面に
対し大きなせん断力がかかる高トルク埋入であって
も、埋入前後での HA 膜の膜厚に変化が見られない
ことがわかった。

２）HA 膜表面の顕微鏡観察
　埋入トルクをかけたインプラントの HA 膜表面を
顕微鏡観察したところ、いずれの試験体にも全周にわ
たり剥離や脱落等の異常はまったく認められなかった

（図４〜６）。この結果、140Ncm の高トルクをかけて
も HA 膜の剥離は見られないことがわかった。

図４：埋入前のインプラント表面及び膜厚測定点付近の拡大写真．図中の○印が測定点（右から A，B，C）．

図３：埋入トルクに対する HA 薄膜の膜厚変化
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４．考　察

　近年、インプラント術後より早期に咬合機能を回復
したい患者の要求に応えるべく、インプラント表面へ
の骨結合をより早め、早期に機能負荷を行えるように
する術式や材料の改善がなされてきている。チタンイ
ンプラントにおいて、かつて機械加工のみであったが
その後チタンプラズマ溶射処理、サンドブラスト処理、
酸エッチング処理、陽極酸化処理といった表面粗面化
やフッ化処理など表面修飾を施した製品が次々と開発
され、現在主流となっている 15）。
　一方、チタンと比べさらに早期に強固な骨結合が得
られる HA インプラントにおいても進化を遂げてい
る。当初の HA セラミックス単体やそれに続いて開発
されたチタン基材に単にプラズマ溶射法を用いて HA
を厚膜コーティングした時代から、現在は溶射後に水
熱処理する方法やフレーム溶射法、さらには溶射法よ
りもはるかに薄膜の HA コーティングが可能となる
熱分解法やより緻密で均一なHA薄膜が可能なスパッ

タ法へと進化してきている 1）。
　臨床においては、骨が疎な部位や骨欠損部など初
期固定が困難な部位や、より早期の骨結合により即
時負荷が可能な症例などで HA インプラントを選択
するケースが少なくない 16）。しかしながら、溶射 HA
コーティングタイプのインプラントにおいて埋入後数
年で脱落するケースが稀にあり、HA コーティング層
の剥離や劣化が見られることが懸念材料となっている
3 〜 8）。
　一方、スパッタ法による HA 薄膜は緻密で均一な
だけでなく、化学的にも純度が高く結晶性にすぐれて
おり、また結晶サイズも生体骨 HA のそれと近似し
ていることなどから、より早期の骨親和性を示すと考
えられる 1,·10）。さらに、HA 薄膜は埋入後早期に骨と
結合し、長期には徐々に骨に置換されることでコー
ティング層の長期での剥離や劣化による脱落等のリス
クを回避できるメリットがある 10,·11）。
　今回の埋入剥離評価試験では、通常骨へのダメー
ジを考慮し 30 〜 50Ncm 程度のトルクで埋入される
ことが多い臨床においては到底考えられない 140Ncm
という高トルクにおいても HA 膜の剥離が認められ
なかったことから、スパッタ HA 膜はチタン基材と
の密着性がきわめて高く、臨床における埋入時の剥離
のリスクは事実上回避されると考えられる。コーティ
ング層の剥離の懸念なく初期固定を向上させる術式に
も広く適用可能な薄膜 HA インプラントは臨床的に
きわめて有用であると思われた。

５．結　論

　チタン基材表面にスパッタ法により膜厚約 1.8µm
の HA 薄膜がコーティングされたインプラントを樹
脂ブロックに高トルクで捩じ込み、HA 膜の膜厚変
化や剥離の有無を評価した。この結果、HA 薄膜は
140Ncm という高トルクで捩じ込んでも膜厚に変化
はなく、剥離も認められなかった。スパッタ薄膜 HA
インプラントの HA 膜は剥離のリスクがほぼ回避さ
れると考えられた。

図５：·トルク 48Ncm で埋入後のインプラント表面及び膜厚測定点付近の拡
大写真．図中の○印が測定点（右から A，B，C）．

図６：·トルク 140Ncm で埋入後のインプラント表面及び膜厚測定点付近の
拡大写真．図中の○印が測定点（右から A，B，C）．
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抄　録

　スパッタ法による薄膜 HA 層がチタン基材との密着性にす
ぐれていることは予想されていたが、具体的にどの程度の密着
性を有しているか、これまでの研究では明らかではなかった。
本研究では実際的な方法に基づき、樹脂模型にインプラントを
高トルクで埋入したときの樹脂との摩擦による HA 膜の剥離
の有無および膜厚変化を調べた。材料はミューワン HA イン
プラント S タイプを用いた。MMA 樹脂ブロックに通法に従い
ドリリングを行い、直径の異なる埋入窩を形成したのち、そこ
にトルクメータを用いてインプラントを捩じ込み、埋入時に生
じる摩擦による HA 膜の膜厚変化を測定した。膜厚測定は蛍
光 X 線分析（EDX）を用い、·ファンダメンタルパラメータ（FP）
法により定量分析した。スパッタ HA 膜の膜厚は樹脂ブロッ
ク内への埋入前が 1.8±0.15µm、埋入後は 48Ncm、135Ncm 及
び140Ncmにおいてそれぞれ1.7±0.17µm、1.9±0.22µm及び1.9
±0.15µm で、埋入前後で膜厚変化は認められなかった。また、
顕微鏡観察においてもHA膜の剥離、脱落は認められなかった。
この結果、スパッタ HA 薄膜は 140Ncm の高トルクにおいて
も剥離、脱落等の劣化は起さなかったことから、スパッタ法に
より形成された HA 膜は臨床において剥離のリスクはほぼ回
避されると考えられた。
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薄膜 HA コーティングインプラント周囲骨の長期安定性
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Long-term stability of the bone around thin 
HA-coated implants.

Tatsuya Fujimori, Makoto Shiota, Maiko Yamamoto, Shohei Kasugai

　東京医科歯科大学大学院·医歯学総合研究科·インプラント・口腔再生医学
　Department·of·Oral·Implantology·and·Regenerative·Dental·Medicine,·Graduate·School,·Tokyo·Medical·and·Dental·University

Abstract

·The·aim·of·the·present·study·was·to·evaluate·radiographically·the·peri-implant？·bone·resorption·around·a·
thin·hydroxyapatite·coated·one-piece·implant·during·8·years.·A·clinical·test·was·performed·between·October·
2004·and·June·2006·at·the·Department·of·Oral·Implantology,·Dental·Hospital,·Tokyo·Medical·and·Dental·
University.·Then,·nine·patients·with·fifteen·implants·among·them·were·recalled·between·November·2012·and·
May·2013.·The·bone·resorption·around·the·all·implants·were·examined·clinically·and·radiographically·with·
periapical·radiographs.·Periapical·radiographs·were·calibrated·and·measured·by·an·image·analysis·software.·
The·declination·of·medial·and·distal·bone·around·each·implant·was·measured·by·a·scale.·The·all·implants·
showed·no·sign·of·complication·during·eight·years·after·implantation.·The·mean·crestal·bone·declination·was·
0.66±0.36mm.·The·declination·value·was·smaller·than·that·of··titanium·surface·two·piece·implant·reported·
previously.·

１．緒　言

　現在、デンタルインプラント補綴は信頼性のある治
療術式として認められている 1）。その主たる成功はチ
タンインプラントで報告されているが、90 から 95%
という高い残存率を報告する中で、骨質が劣る部位
における成功率の低下もまた報告されてきた 2-3）。近
年、インプラント表面を様々な方法で改質することに
より、低い骨密度における成功率を改善しようとする
試みがなされてきた 4）。インプラント表面に対するハ

イドロキシアパタイト（HA）コーティングもその一
つであり、この表面改質法はインプラント - 骨接触率
を改善し、オッセオインテグレーションの獲得速度も
高める傾向が報告されている 5-6）。しかしながら、こ
れら報告は主にツーピースインプラントでなされてい
た。ツーピースインプラントはアバットメントスク
リューが存在することから、繰り返し荷重により破折
するリスクが存在し 7）、インプラント - アバットメン
ト結合部の回転的、垂直的位置再現性に誤差を有し 8）、
さらに同部の微小動揺、微小漏洩により骨吸収が惹起
されるリスクを有している 9）。
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　2004 年 10 月より 2006 年 6 月の 1 年と 8 か月にお
いて，東京医科歯科大学歯学部附属病院で臨床治験を
実施した APT インプラントは、スパッタリング法に
より HA が 1 〜 2µm の薄膜でコーティングされたワ
ンピースタイプのインプラントである（図１）。本イ
ンプラントは HA コーティングの利点を生かしつつ、
前述のツーピースインプラントの構造的欠点を改善し
うる可能性を有する。現在市場においては同様の特徴
を有するインプラントも存在するが、同タイプのイン
プラント周囲の辺縁骨吸収に関する長期報告は、入手
可能な範囲には存在しなかった。
　本報告では、薄膜 HA コーティングワンピースイ
ンプラント（治験中の名称は APT：株式会社国際ア
パタイト研究所により提供された。薬事申請は山八
歯材工業株式会社が行い、2009 年承認後の商品名は
ミューワン HA インプラント）の 8 年間の機能後の
辺縁骨吸収量についての予備的評価を行うことを目的
とする。

２．材料と方法

　200 ４年 10 月より 2006 年 6 月にかけて、東京医科
歯科大学歯学部附属病院インプラント外来にて APT
インプラントの臨床治験を受けた患者の中から、2012
年 11 月より 2013 年 5 月の期間にリコールに応じた
患者 9 人が被験者とされた。被験者はインプラント
周囲組織の臨床検査ならびにデンタル X 線写真によ
る検査が行われた。デンタル X 線写真はデジタルス
キャナないしデジタルカメラによる等倍撮影により

デジタルデータ化され、画像解析ソフト（Photoshop,·
Adobe,·California,·U.S.A,）にて埋入直後のデンタル X
線写真データを基準に明度、コントラストを調整し、
同一検査者によって骨吸収量が比較された。計測は近
遠心においてそれぞれピクセル数で計測され、スレッ
ド間距離をはじめとする各種インプラント体寸法をも
とに骨吸収量を算出し、その平均値を各インプラント
の骨吸収量とした（図２）。

３．結　果

　被験者 9 名の 15 本全てのインプラントが炎症所見
を認めず、その他肉眼的に異常所見を認めなかった。
平均骨吸収量は 0.66±0.36mm であった（図３）。

図 1：治験に使用した APT インプラントの一例

図 2：近遠心の骨吸収計測。両者の平均値をインプラント個々の代表値とした。

図 3：·8 年時点の骨吸収量ならびにそれ以前のデータ（東京医科歯科大学イ
ンプラント外来での計測値）
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４．考　察

　本研究の骨吸収データならびに過去のデータから、
埋入後 1 年から 8 年までほぼ安定して 0.5 〜 0.6mm
の骨吸収量にとどまった。Albrektsson らの報告によ
ると、チタン表面ツーピースインプラントは通常、機
能後 1 年での骨吸収が 2mm 以内、その後は 1 年ごと
に 0.2mm 以内の骨吸収量にとどまり、その範囲内で
あれば成功とみなされる 10）。本研究の結果はこれら
のデータと比較して良好な結果を示した。この事実は、
他のワンピースインプラントの研究結果と一致する。
Sunjai らはイヌを用いて、様々な粘膜貫通部形態を有
するワンピースインプラントにおける辺縁骨吸収を評
価した11）。埋入6ヶ月後の平均辺縁骨吸収量は0.03mm
から 0.54mm と、本研究の結果と同等であった。ただ
しこの事実からは、本研究の薄膜 HA コーティング
がワンピースインプラントの初期における骨吸収に対
し悪影響を及ぼさなかった可能性は示されるものの、
初期の骨吸収抑制に薄膜 HA コーティングが有用な
効果を示したというエビデンスにはならない。それゆ
え、骨吸収の抑制に対する薄膜 HA コーティングの
有用性を証明するには、ツーピースインプラントを使
用した研究などにより、さらなる比較検討を行う必要
がある。

　Giovanna らは、ヒトにおいて 10 年間機能した
Calcitek 社製インプラント表面の観察から、80 から
171µm の厚さの HA コーティングの残留を確認し
報告した 12）。一方で、本報告で用いられたインプラ
ントの HA コーティングの厚みは未使用状態で 1 〜
2µm と他のシステムと比較して薄い。このことから、
他のシステムと比較してHAコーティングの骨伝導効
果が低下しているという懸念が存在する。治験におけ
る埋入後のインプラントの平均動揺度の変化は、0 週、
1 週、2 週間後のペリオテスト値で -0.7，-0.1，-2.2 と
変化し、以降 -2 前後で安定した（図４）。Antonin ら
は様々なチタン表面インプラントにおけるインプラン
トの安定性を評価した 13）。その結果、ISQ 値では 2 週
前後で安定性が低下し 4 週で回復、ペリオテスト値で
は 8 週以降で安定を回復したと報告した。この報告と
比較すると、治癒早期における本インプラントの安定

獲得速度はチタン表面インプラントと比較して早く、
HA コーティングの骨伝導効果は維持されていること
が示された。また、aoki らのイヌ大腿骨引き抜き試
験においても 12 週まで経時的にインテグレーション
強度の向上が確認された14）。その一方で、薄膜HAコー
ティングの厚みを 0.1µm まで減少させると、4 週以降
のインテグレーション強度の向上速度が低下すること
も併せて報告されている。このことから、バイオイン
テグレーション獲得までの期間インプラント表面に残
留し、骨伝導作用を示すためには、1µmというHAコー
ティングの厚みは最低限の数値である可能性が示唆さ
れる。
　HA コーティングインプラントにおいては、コー
ティングの剥離の可能性、ならびに剥離したコーティ
ングによる感染のリスクが懸念される。Piattelli·15）ら
は、ヒトから回収した 12 ヶ月荷重された Lifecore·
Sustain インプラントの周囲骨において、20µm から
100µm 程度の HA コーティングの剥離を認めたと報
告した。そして、剥離したアパタイトは完全に骨によ
り被包され、周囲骨吸収所見ならびに炎症所見を認め
なかったと報告している。HA コーティングが厚くか
つ脆弱であれば、HA コーティングの剥離のリスクは
上昇するものの、剥離は表面の一部の層にとどまり、
チタン表面が露出するリスクは少ないと考えられる。
その一方で、本研究で用いた薄膜 HA コーティング
は非常に薄くかつ緻密であるため、埋入時に剥離する
と HA 皮膜が全層において失われ、部分的にチタン
表面が露出し HA の骨伝導効果が発揮できなくなる
可能性も考えられる。しかしながら、薄膜スパッタリ

図 4：·埋入後 12 週までのペリオテスト値（東京医科歯科大学インプラント
外来治験データより抜粋）
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ングリングコート HA の密着強度は 6MPa 以上と強
固であり、エポキシ樹脂に対し 141Ncm のトルクに
て埋入しても厚みを減少させないため、コーティング
層の喪失リスクは低いと考えられ、骨伝導効果の低下
は起きなかった可能性が示唆される。

　埋入 8 年経過時点における骨吸収量の少なさは、周
囲炎罹患率の低さとの関連も示唆される。現時点で
経過観察された 15 例では、明確な周囲炎症状を示
すインプラントは存在せず、特定のインプラントに
より平均骨吸収量が引き上げられることがなかった。
Marwa らの研究では、薄膜スパッタリング HA コー
ティング表面は人為的に誘発したインプラント周囲炎
においても骨吸収の進行が遅い傾向が報告された 16）。
同研究では、薄膜スパッタリング HA コーティング
表面の骨吸収の進行速度はサンドブラスト - 酸エッチ
ング表面と同等であることも併せて報告した。この事
実に加え、イヌ顎骨において薄膜スパッタリング HA
コーティング厚みは、皮質骨中では 0.4µm、海綿骨中
では 12 週で 0µm まで減少していたという ozeki らの
報告を考慮すると 17）、薄膜スパッタリング HA コー
ティング表面は長期的にはサンドブラスト酸エッチン
グ表面が露出し、インプラント周囲炎に対する抵抗性
が強化され、獲得されたインテグレーションが適切に
維持される可能性が示唆された。そして、この性質が
本研究における低い平均骨吸収量に対し好意的に作用
した可能性が示唆される。

　その一方で、ワンピース形状によるインプラント -
アバットメント間のマイクロギャップが存在しない形
状が、長期的にも骨吸収を抑制する上で好意的に働い
た可能性も存在する。しかしながら、筆者の知る範囲
でチタン製ワンピースインプラントの骨吸収に関する
長期予後のエビデンスを入手できなかったため、この
点に関しては今後のさらなる研究を必要とする。

　以上を総合すると、ワンピース形状薄膜スパッタリ
ング HA コーティングインプラントは、① HA の骨
伝導能で、治癒初期において高い骨 - インプラント直
接接触率ならびに強固な固定を獲得し、②マイクロ
ギャップの存在しないワンピース形状により、初期の
辺縁骨吸収を抑制し、③ HA コーティングが適宜吸

収されることにより、感染に対し高い抵抗性を示した
こと、の 3 点により、良好な予後を示したという仮説
が考えられる。今後はこれらの仮説を検証するため、
さらなる研究が必要である。

　現時点では、薄膜スパッタリング HA コーティン
グはワンピースインプラントにおいてのみ利用可能で
ある。ワンピースインプラントは先に述べた良好な長
期予後以外にも、アバットメントスクリューの緩みな
どの合併症がないこと、アバットメントの着脱による
位置再現性の誤差が存在しないことなど、様々な利点
が存在する。しかしながら、骨欠損を伴う部位や骨質
が粗な部位など初期固定獲得困難な部位においては、
免荷期間の安静の観点からツーピースインプラントの
有用性も存在する。薄膜ＨＡを導入した 2 ピースイン
プラントがレスキューインプラントの開発が、難症例
におけるインプラント補綴の適応拡大に貢献しうると
考えられる。

５．結　論

　薄膜 HA コーティングワンピースインプラントの 8
年間の機能後の辺縁骨吸収量は0.66±0.36mmであり、
過去に報告された他の表面性状における骨吸収量より
少ない結果であった。
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抄　録

　本研究の目的は、薄膜ハイドロキシアパタイトコーティング
ワンピースインプラントの 8 年間の骨吸収を辺縁骨のデンタル
エックス線写真で評価することである。2004 年 10 月より 2006
年 6 月にかけて、東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラン
ト外来にて本インプラントの臨床治験を実施した．治験を受け
た患者の中から、2012 年 11 月より 2013 年 5 月の期間にリコー
ルに応じた被験者 9 人を対象とした。被験者はインプラント周
囲組織の臨床検査ならびにデンタル X 線写真による検査が行
われた。インプラント近遠心の周囲骨吸収を画像処理ソフトに
より校正されたデンタル X 線写真から計測し、各インプラン
トの平均値が算出された。
　15 本全てのインプラントに臨床的合併症は観察されず、平
均骨吸収量は 0.66±0.36mm であった。本研究における平均骨
吸収量は、過去において報告された他の表面性状ツーピースイ
ンプラントの骨吸収量より小さい値（0.2㎜ / 年）であった。
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Clinical application of HA-coated one-piece implants to the graftless procedure 
of immediate and early implant placement in the anterior maxilla

Yukiyasu Kishimoto

　Kishimoto·Dental·Clinic,Tokyo,Japan

1. Introduction

·Recently,·implant·treatments·have·been·used·in·an·
expanding·number·of·situations.·Bone·resorption·

Abstract

·Introduction:·Inadequate·alveolar·bone·volume·is·a·common·limitation·for·implantation·in·the·anterior·maxilla·
since·bone·resorption·occurs·soon·after·tooth·extraction.·Such·problems·have·been·overcome·by·bone·grafting·
or·GBR,·however,·these·are·invasive·procedures·and·require·a·long·treatment·period.
·Purpose:·The·aim·of·this·study·is·to·evaluate·the·efficacy·of·HA-coated·one·piece·implants·on·the·graftless·
procedure·of·immediate·and·early·implant·placement·in·the·anterior·maxilla.
·Materials and methods:·Thirty·patients,·22·males·and·8·females,·27·to·67·years·of·age,·were·included·in·this·
study.·Thirty-four·hydroxyapatite-coated·one-piece·implants·(AQB·implant®,·ADVANCE,·Co.·Japan)·were·
placed·immediately·or·early·within·8·weeks·of·tooth·extraction.·All·implants·were·placed·and·positioned·
slightly·towards·the·palatal·aspect,·leaving·bone·defects·facially·because·the·implants·did·not·contact·the·facial·
aspects.·In·cases·where·bone·chips·were·collected·from·the·implant·bed·during·drilling,·they·were·placed·
on·the·facial·aspect·of·the·implant.·No·donor·site·was·prepared.·No·membrane·and·filling·materials·were·
used.·The·following·items·were·investigated.·1)·Sex·and·age·distribution,·2)·Location·of·implants·inserted,·3)·
Diameter·and·length·of·implants·used,·4)·Period·from·tooth·extraction·to·implant·placement,·5)·Duration·of·the·
healing·period·from·implant·placement·up·to·addition·of·occlusal·force.·The·survey·was·carried·from·January·
2005·through·February·2013.
·Results:·All·34·implants·were·functionally·loaded·and·showed·no·sign·of·morbidity·and·periimplant·disease.
·Conclusion:·This·retrospective·study·indicates·that·HA-coated·one-piece·implants·are·effective·on·the·graftless·
procedure·of·immediate·and·early·implant·placement·in·the·anterior·maxilla.·HA-coated·one-piece·implants·
may·have·the·possibility·of·not·only·reducing·donor·site·discomfort·and·morbidity,·but·also·of·shortening·the·
treatment·period.

occurs·soon·after·tooth·extraction,·especially·in·the·
alveolar·ridge·of·the·anterior·maxilla.·In·addition,·the·
anterior·sites·are·prominently·visible·and·patients·
expect·the·implants·to·be·esthetically·pleasing,·
making·implant·placement·challenging.·Usually·
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implantation·on·the·resorved·anterior·maxilla·has·
been·achieved·by·the·use·of·submerged·implants·
following·bone·augmentation·procedures·such·as·
bone·transplantation·and·GBR,·however,·making·
the·donor·sites·is·an·invasive·procedure·and·time·
consuming.·Therefore,·it·is·desirable·to·have·
implantation·without·bone·augmentation.·In·addition,·
when·using·submerged·implants,·bone·resorption·
around·the·abutment-fixture·interface·(microgap)·
is·common.·The·aim·of·this·study·is·to·evaluate·
the·efficacy·of·HA-coated·one-piece·implants·on·the·
graftless·procedure·of·immediate·and·early·implant·
placement·in·the·anterior·maxilla.

2. Materials and Methods

·Thirty·patients,·22·males·and·8·females,·27·to·67·
years·of·age·,·were·included·in·this·study·(Table·1).·
Thirty-four·hydroxyapatite-coated·one-piece·
implants·made·by·the·plasma·spraying·method·and·
thermal·decomposition·technique·(AQB·implant®,·
ADVANCE·Co.·Japan)·were·placed·immediately·
or·early·within·8·weeks·of·tooth·extraction.·All·
implants·were·inserted·using·both·osteotomes·and·
drills,·and·positioned·slightly·towards·the·palatal·
aspect,·leaving·bone·defects·facially·because·the·
implants·did·not·contact·the·facial·aspects.·In·
cases·where·bone·chips·were·collected·from·the·
implant·bed·during·drilling,·they·were·placed·on·
the·facial·aspect·of·the·implant.·No·donor·site·was·
prepared.·No·membrane·and·filling·materials·were·
used.·The·following·items·were·investigated.·1)·
Sex·and·age·distribution,·2)·Location·of·implants·
inserted,·3)·Diameter·and·length·of·implants·used,·4)·
Period·from·tooth·extraction·to·implant·placement,·
5)·Duration·of·the·healing·period·from·implant·
placement·up·to·addition·of·occlusal·force·(including·
acrylic·provisional·crown).·The·survey·was·carried·
from·January·2005·through·February·2013.

3. Results

1)··Out·of·the·34·implants,·17·(50.0%)·were·inserted·in·
lateral·incisors·(Table·2).

2)··The·diameters·of·implants·used·were·4mm·in·20·
pieces·(58.8%),·and·the·length·of·implants·used·
were·10mm·in·18·pieces·(52.9%)·(Table·3).

3)··Table·4·shows·the·period·from·tooth·extraction·
to·implant·placement.·Immediate·placement·was·
performed·in·19·out·of·34·pieces·(55.9%).

4)··The·duration·of·the·healing·period·from·implant·
placement·up·to·addition·of·occlusal·force·was·3·
months·or·less·in·12·pieces·(35.3%),·and·2·months·
or·less·in·8·pieces·(23.5%)·(Table·5).·This·data··
includes·the·establishment·of·occlusion·by·an·
acrylic·provisional·crown.

·All·34·implants·were·functionally·loaded·and·
showed·no·signs·of·morbidity·and·periimplant·
disease.

Table 2 :·Location·of·implants·inserted

Table 1 ：·Sex·and·age·distribution
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Table 4 :··Period·from·tooth·extraction·to·implant·
················placement

Table 5 :··Duration·of·the·healing·period·from·implant
·············placement·up·to·addition·of·occlusal·force

Fig.1-1 :·Case1.·Left·lateral·incisor.··Clinical·photograph·before·extraction

Fig.1-2 :·Intra-oral·X-ray·before·treatment

·The·typical·3·cases·are·presented·below.

Case 1
·A·30-year-old·man·came·to·our·clinic·for·
rehabilitation·of·his·left·lateral·incisor·maxilla·
(Fig.1-1).·The·intra-oral·X-ray·(Fig.1-2)·taken·revealed·
a·large·radicular·cyst·around·the·root’s·apex.·This·
tooth·was·extracted·and·we·evaluated·whether·
the·apex·bone·volume·and·quality·was·enough·

for·the·implant’s·primary·stability.·Computed·
tomography·was·taken·(Fig.1-3,·Fig.1-4)·for·a·definite·
diagnosis·before·implantation.·Four·weeks·after·
tooth·extraction,·implantation·without·grafting·was·
performed.·The·healing·period·was·uneventful,·10·
weeks·later,·a·cemented·porcelain-fused-to-metal·
crown·was·placed.·At·the·1.5-year·follow-up,·the·
implant·was·clinically·stable.·Newly·formed·bone·
was·clearly·visible·around·the·implant·neck·and·
apex·(Fig.1-5,·Fig.1-6).·The·esthetic·outcome·was·
excellent·(Fig.1-7).

Table 3 :·Diameter·and·length·of·implants·used
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Case 2
·A·27-year-old·man·complained·of·tooth·fracture·
(Fig.2-1).·The·gingiva·was·thin·type·so·that·recession·
of·the·gingiva·was·expected·following·implantation.·
The·intra-oral·X-ray·did·not·reveal·any·bone·
damage·around·his·left·lateral·incisor.·A·porcelain-
fused-to-metal·crown·was·placed·8·weeks·after·
immediate·implant·placement.·The·picture·taken·at·
the·1-year·follow·up·showed·good·esthetic·outcome·
without·gingival·recession·(Fig.2-2).·The·computed·
tomography·showed·a·thin·buccal·plate·(Fig.2-3,·
Fig.2-4).

Fig 1-7 :·Photograph·at·1.5-year·follow-up

Fig.1-3 :·CT·image·3·weeks·after·extraction

Fig.1-4 :·CT·image·3·weeks·after·extraction

Fig.1-5 :·CT·image·at·1.5-year·follow-up

Fig 1-6 :·CT·image·at·1.5-year·follow-up
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Fig.2-1 :·Case2.·Left·lateral·incisor.·Clinical·photograph·before·extraction

Fig 2-2 :·Photograph·at·1-year·follow-up

Fig 2-3 :·CT·image·at·1-year·follow·up

Fig 2-4 :·CT·image·at·1-year·follow·up

Case 3
·A·48-year-old·man·came·to·our·clinic·complaining·
of·his·tooth·mobility.·Recession·of·the·facial·gingiva·
was·seen·(Fig.3-1).·Computed·tomography·showed·
severe·bone·resorption·around·his·right·central·
incisor·(Fig.3-2).·Immediate·implant·placement·was·
performed,·and·final·restoration·was·made·15·weeks·
after·implantation.·Creeping·of·facial·gingiva·was·
observed,·and·the·patient’s·satisfaction·was·gained·
(Fig.3-3).

Fig 3-1 :·Case3.·Right·central·incisor.
············Clinical·photograph·before·extraction
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4. Discussion

·In·the·anterior·maxilla,·the·facial·bone·wall·of·the·
extraction·socket·is·often·thin·as·a·result·of·the·
buccal·position·of·the·tooth·anterior·maxilla.·In·
addition,·buccal·bone·wall·is·often·be··missing·15)·
because·of·chronic·infection·around·the·teeth·to·be·
extracted.·Therefore,·implantation·in·the·anterior·
maxilla·is·sometimes·challenging.·Such·problems·
replacing·the·teeth·for·dental·implants·have·been·
overcome·by·bone·transplantation,·GBR,·and·
using·artificial·bone.·However,·these·procedures·

are·invasive·and·sometimes·invite·the·patient’s·
discomfort.·In·addition·they·are·time·consuming.
·Becktor·et·al·1）·reported·that·the·graft·group·had·
significantly·more·failures·than·the·nongraft·group·
in·the·incisor·region·after·a·mean·of·5·to·6·years·
follow·up.
·Widmark·et·al·2,·3)·reported·that·most·of·the·graft·
reduction·took·place·during·the·first·few·months.·
In·the·study,·an·average·of·25%·and·60%·of·the·
graft·volume·was·resorbed·after·4·and·10·months·
respectively.
·Nowzari·et·al·5)·and·Kohal·et·al·6)·reported·a·high·
exposure·rate·of·membrane·used·to·regenerate·
peri-implant·defects.·The·investigator·assumed·that·
in·sites·with·exposed·membrane,·the·amount·of·
bone·regenerated·was·less·than·sites·with·retained·
membrane.
·In·consideration·of·implant·failures·at·grafted·sites,·
resorption·of·grafted·bone,·and·high·exposure·rate·
of·membrane,·bone·transplantation·and·GBR·should·
be·avoided·if·possible.
·There·are·some·reports·showing·that·osseo-
integration·could·be·achieved·immediately·or·early·
after·extraction·without·grafting,·either·with·or·
without·the·use·of·membrane·4,·7·~·11,·16),·and·that·the·
bone-to-implant·gap·could··be·filled·with·newly·
formed·bone,·preferably　without·the·formation·of·
fibrous·tissue·9,·16).·Although·the·use·of·the·immediate·
and·early·implant·placement·without·grafting·was·
limited·to·being·used·for·cases·where·only·small·
bone·defects·were·present,·as·previously·reported·

8,·17),·the·current·study·was·not·limited·to·cases·
where·only·small·defects·were·present,·as·the·case·1·
demonstrated.·Covani·et·al·8)·stressed·the·importance·
of·bony·walls·capable·of·maintaining·a·firm·blood·
clot,·and·there·is·a·report·showing·the·possibility·
that·osteoblast-lineage·cells··circulate·more·in·the·
peripheral·blood·13)·than·previously·reported.
·As·for·the·bucco-lingual·diatance,·Covani·et·al·
7)·reported·that·in·cases·of·immediate·placement·
without·grafting,·bucco-lingual·distance·of·the·
alveolar·crest·reduced·from·10.00·mm·at·the·first·

Fig 3-3 :·Photograph·at·final·restoration

Fig 3-2 :·CT·image·before·extraction
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surgery·to·8.10·mm·at·the·second·surgery,·however,·
the·data·consisted·of·not·only·teeth·in·the·anterior·
maxilla,·but·also·of·other·kinds·of·teeth.·Botticeli·
et·al·11)·reported·that·following·immediate·implant·
placement,·the·horizontal·resorption·of·the·buccal·
bone·dimension·amounted·to·about·56%,·and·the·
corresponding·resorption·of·lingual/palatal·bone·was·
30%.·This·data·also·included·teeth·other·than·teeth·
from·the·anterior·maxilla.·Although·the·horizontal·
bone·resorption·of·anterior·maxilla·following·
immediate·and·early·implant·placement·is·not·well·
documented,·more·resorpton·is·expected·because·
buccal·bone·is·thinner·in·the·anterior·maxilla·than·
those·in·other·sites.
·In·this·study,·Fig.1-6·showing·the·1.5·year·follow·
up·after·final·prosthosis·demonstrated·that·a·very·
small·amount·of·horizontal·bone·resorption·occured·
at·the·buccal·site·compared·to·Fig.1-4·before·implant·
installation,·however,·the·current·study·did·not·
evaluate·whether·implant·placement·could·prevent·
horizontal·bone·resorption·following·immediate·and·
early·implant·placement.
·There·have·been·discussions·about·the·esthetic·
outcomes·of·postextraction·implants.·Chen·et·al·
4)·and·Buser·et·al·12)·reported·that·recession·of·the·
facial·mucosal·margin·is·common·in·immediate·
implants.·Early·implant·placement·is·associated·with·
a·lower·frequency·of·mucosal·recession·compared·to·
immediate·placement.
·Conversely,·Covani·et·al·14)·reported·that·the·bone·
remodeling·of·implants·placed·in·fresh·extraction·
sockets·without·guided·bone·regeneration·
techniques·showed·the·healing·patterns·associated·
with·new·bone·apposition·around·the·implants’·
neck.·They·stressed·that·although·the·vertical·bone·
resorption·has·been·observed·at·buccal·sites·in·cases·
with·immediate·placement,·it·was·not·associated·
with·any·negative·esthetic·implications.·In·the·case·
of·the·immediate·implantation·presented,·Fig.2-2·
at·1·year·follow·up·did·not·show·any·esthetic·
implications·as·Covani·et·al·14)·reported.·They·also·

documented·that·no·clinical·differences·between·
immediate·and·early·implants·without·the·use·of·
membranes·and·filling·materials,·in·terms·of·stability·
and·complications,·were·observed·throughout·the·
investigation.·Further,·in·cases·with·strong·esthetic·
concerns,·immediate·implantation·would·be·the·
procedure·of·choice·7).·This·study·did·not·evaluate·
the·clinical·outcomes·between·immediate·and·early·
implant·placement,·however,·cases·presented·in·this·
study·found·no·differences·between·them.
·Kan·et·al·17)·documented·that·using·HA-coated·
implants·without·grafting·could·result·in·favorable·
implant·success·rates,·peri-implant·tissue·response,·
and·esthetic·outcomes·with·immediately·placed·and·
provisionalized·maxillary·anterior·single·implants.·
They·reported·marginal·bone·loss·at·1·year·after·
immediate·provisionalization·were·0.22mm·and·
0.26mm·at·the·mesial·and·distal·aspects·of·the·
implants·respectively,·and·they·were·smaller·than·
the·mean·marginal·bone·loss·of·0.93mm·observed·
in·implants·loaded·in·the·usual·delayed·protocol·
after·the·first·year·of·function.·Furthermore·they·
reported·that·several·implants·placed·immediately·
showed·bone·gain.·They·did·not·discuss·whether·
this·result·came·from·using·HA-coated·implants·or·
not.
·It·is·well·known·bone·resorption·takes·place·
around·the·implant·interface·(microgap)·between·
the·implant·fixtures·and·the·abutments.··Bone·
resorption·is·considered·to·be·caused·by·bacterial·
colonization·among·microgaps·and·micromovement·
of·abutments·18).·For·making·an·implant·bed·in·
cases·where·submerged·implants·are·applied,·bone·
level·of·buccal·sites·and·palatal·sites·must·be·the·
same·height.·If·alveolar·bone·at·the·buccal·site··is·
resorbed,·and·an·implant·interface·is·deeply·placed·
on·the·same·level·of·the·resorbed·buccal·alveolar·
bone,·new·bone·resorption·on·the·palatal·site·will·
proceed·towards·the·implant·interface·which·is·
located·deep·in·the·palatal·alveolar·crest.·On·the·
other·hand,·making·an·implant·bed·in·cases·where·
one-piece·implants·are·applied,·bone·resorption·does·
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not·take·place·even·if·implants·are·deeply·installed·
because·they·do·not·have·microgaps.·That·is·why·
one-piece·implants,·on·the·atrophic·anterior·maxilla,·
do·not·need·to·undergo·bone·augmentation.

5. Conclusion

·This·retrospective·study·indicates·that·HA-
coated·one-piece·implants·are·effective·on·the·
graftless·procedure·of·immediate·and·early·implant·
placement·in·the·anterior·maxilla.·HA-coated·one-
piece·implants·may·have·the·possibility·of·reducing·
not·only·donor·site·discomfort·and·morbidity,·but·
also·of·shortening·treatment·period.·In·addition,·HA-
coated·one-piece·implants·may·possibly·accelerate·
osseointegration·even·though·they·are·used·on·large·
bone·defects.
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薄膜 HA コーティングインプラントの生物学的安全性評価
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Evaluation of biological safety of a thin HA sputta-coated implant
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Abstract

·The·purpose·of·this·study·is·to·evaluate·the·biological·safety·of·a·thin·hydroxyapatite·(HA)·sputta-coated·
implant·by·four·tests,·including·cytotoxicity,·sensitization,·acute·toxicity·and·genotoxicity.
·The·implants·used·for·this·study·are·one·piece·type·implant·of·HA·with·1.5μm·thickness·coated·on·titanium·
with·square·thread·by·a·sputtering·coating·technique.·These·four·tests·were·performed·in·accordance·with·the·
International·Organization·for·Standarization·(ISO).
·All·results·in·the·cytotoxicity,·sensitization,·a·cutetoxicity,·and·genotoxi·city·were·negative·to·the·implants·
and·the·biological·safety·of·the·thin·HA·sputta-coated·implant·was·certificated.

１．緒　言

　歯科用インプラントは、国が定めた薬事法という法
律では医療機器とされている 1）。医療機器の生物学的
安全性評価の試験には、細胞毒性、皮膚感作性、刺激
性（皮内反応）、急性全身毒性、亜慢性全身毒性、遺
伝毒性、血液適合性、発熱性および埋植試験などがあ
る 2）。これらの試験を選択する基準として、医療機器
全般については、人体表面に接触するか、体内と対外
を連結するか、体内に植え込むか、どの部分に植え込
むのか、どのくらいの期間使用するのかなどが考慮さ

れる。また人体に危害を及ぼすリスク（危険度）に応
じて、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機
器の 3 種類に分類される。
　歯科用インプラントは、体内に植え込まれ、骨組織、
血液や神経と接触し、顎骨内で長期間使用されるので、
高度管理医療機器である。生物学的安全性の要求も厳
しく、多くの試験が要求される。
　しかし、すでに市販されているインプラントと材質、
形状やシステムが同じか類似していれば安全性試験も
大幅に緩和される。ほぼ同じであれば後発医療機器と
呼ばれる、いわゆるゾロ品でさらに緩和される。もっ
とも厳しくチェックされるのは従来品と材質などが異
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なる新医療機器である。次いで改良医療機器となる。
　本研究の薄膜ハイドロキシアパタイトコーティング
インプラント（以下、薄膜HAインプラントという）は、
基材が純チタンでインプラント部表面に電子分野で広
く利用されているスパッタリング法という新しい技術
で HA が薄膜コーティングされている 3,·4）。HA 結晶
の大きさは 0.1µm 以下とナノサイズである。この薄
膜コーティング HA 層は、顎骨内で溶解および吸収
されて長期間存在しないことが推定される 5）、臨床的
には未知の部分が多い。したがって、改良医療機器と
分類され、その安全性を保証するために、物理的・化
学的性質、安定性 6）、生物学的安全性、臨床試験（治験）
に関する試験データが要求される。本研究では、薄膜
HA インプラントの生物学的安全性を、細胞毒性、皮
膚感作性、急性全身毒性および遺伝毒性（復帰突然変
異）の 4 試験を実施して評価した 7）。

２．材料と方法

１）材料
　インプラント基材は純チタン 2 種である。形状は、
インプラント部とアバットメント部が一体となったワ
ンピースで、サイズは、直径 3.7mm と 4.0mm、骨内
長 10.0mm、アバットメント長 8mm、スレッド山幅
0.5mm、ピッチ 1.5mm の矩形スレッドが付与されて
いる。
　フィクスチャー表面には、スパッタリング法で HA
が厚さ 1.5µm で薄膜コーティングされている。

２）方法
　（1） 細胞毒性試験 Cytotoxicity Test
　　·　日本工業規格（JIS·T6001）8）の細胞毒性試験（イ

ンビトロ試験）には、間接接触法（寒天拡散法、
フィルタ拡散法および象牙質バリヤ法）が、国際
標準化機構（ISO10993-5）9）の細胞毒性試験には、
抽出液による試験法（コロニー法およびサブコン
フルエント法）、間接接触法（寒天重層法、フィ
ルタ拡散法）、直接接触法（直接法によるサブコ
ンフルエント法）が示されている。

　　·　本試験では、国際規格によるコロニー形成阻害
試験を採用した。

　　　a. 試験液の調製
　　　　·　検体としてのインプラント試料を 121℃、

20 分間高圧蒸気滅菌を行なった。この検体
の重量 1g に対し MO5 培地（5% 子牛血清
含有 MEM 培地）を 10mL の割合で加えて、
37℃の 5%CO2 インキュベーター中で 24 時
間抽出した。この抽出液を試験原液（100%）
とし、MO5 培地を用いて以下のように希釈
し、それぞれ計 6 濃度の検体試験液を調製し
た。

　　　　試験 -1：0.5，1，5，10，50 および 100%
　　　　試験 -2：3.13，6.25，12.5，25，50 および 100%
　　　b. 試験方法
　　　　·　単層に増殖した V79 細胞（チャイニーズ

ハムスター肺由来線維芽細胞）をトリプシン
処理により剥離し、MO5 培地に投入し、100
個 /mL の細胞浮遊液を調製した。この細胞
浮遊液を組織培養用プレートの各ウエルに
0.5mL ずつ加え、37℃の 5%CO2 インキュベー
ター中で 6 時間培養した。培養後、細胞がウ
エルの底面に接着していることを確認してか
ら培地を除き、各濃度の検体試験液、高密度
ポリエチレンフィルムによる陰性対照試験液
および空抽出試験液を各々 4 個のウエルに
0.5mLずつ加え、37℃の5％CO2インキュベー
ター中で 6 日間培養した。培養終了後、各ウ
エルを 10% 中性リン酸緩衝ホルマリン溶液
で 30 分間固定し、0.1% メチレンブルー溶液
で 15 分間染色して、細胞数 50 個以上のコロ
ニーを計数した。

　（2） 皮膚感作性試験 Sensitization Test 10）

　　·　本試験は、遅延型アレルギー反応を引き起こす
可能性（感作性）を評価するためのものである。
なお、この試験は、即時型アレルギー性（抗原性）
を検出する目的のものではない。本研究では、最
も高感度な方法とされている Maximization 法に
より皮膚感作性試験を行った。

　　　a. 試験液の調製
　　　　·　検体としての本インプラント試料の 3 本

（2.90g）を約 30mL の硬質ガラス製容器に
入れた。これに抽出溶媒として生理食塩液
をインプラント重量 0.2g 当たり 1mL の割合
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になるように 14.5mL 加えた。密栓した後、
121℃±2℃で 1 時間加熱し、室温になるまで
放置し、これを試験液とした。別に生理食塩
液を用い、試験液と同様の方法で空試験液
を調製した。各試験液は、皮内注射による
感作誘導 1、閉鎖貼付による感作誘導２およ
び感作誘発用の操作それぞれに計 3 回抽出を
行なった。各試験液について pH 計を用いて
pH を測定した。

　　　b. 試験方法
　　　　a）感作誘導 1
　　　　　·　試験群、陰性対照群および陽性対照群そ

れぞれについて、5 週齢の Hartley 系雌モ
ルモットの体重を測定した後、各試験液を
それぞれ 0.1mL ずつモルモットの背部皮
内に注射した。

　　　　b）感作誘導 2
　　　　　·　皮内注射後 1 週間に注射部位を剪毛およ

び剃毛し、ラウリル硫酸ナトリウム（ワセ
リン中 10%）を塗布した。

　　　　　·　塗布後 24 時間に塗布部位を 70% エタ
ノールで清拭し、試験群では試験液、陰
性対照群では空試験液、陽性対照群では
DNCB（2,4-dinitrochlorobenzene）の 0.1%
ワセリン混合物をそれぞれ 0.2mL ずつ
2cm × 4cm のろ紙に塗布し、試験動物の
皮内注射部位に 48 時間閉鎖貼付した。

　　　　c）感作誘発およびその観察・判定法
　　　　　·　感作誘導 2 の試験終了 2 週間後に感作

誘発処理を行なった。試験群には試験液、
陰性対照群には空試験液、陽性対照群に
は DNCB（2,4-dinitrochlorobennzene） の
0.1％ワセリン混合物にそれぞれ 0.1mL ず
つ 2cm × 2cm のろ紙に塗布し、予め剪毛
および剃毛した側腹部に閉鎖貼付した。貼
付（誘発）開始を 0 時間として、24 時間
後に貼付部位を 70％エタノールで清拭し
た。貼付後 48 および 72 時間に貼付部位を
肉眼的に観察し、Draize 法の基準に従っ
て皮膚反応の採点を行い、その平均値を算
出した（平均評価点）。各観察時間におけ
る陽性率 [·%：（陽性動物数 /1 群の動物数）

× 100· ] を求めた。試験終了時に試験動物
の体重を測定した。

　（3） 急性全身毒性試験 Acute Systemic Toxicity
　　　Test
　　·　本試験は、急性毒性を有する物質が存在しない

ことを確認する試験である。試験方法については、
ASTM·F750‐87·11）に準拠して実施した。

　　　a. 試験液の調製
　　　　·　検体としてのインプラント試料の 4 本（約

4g）を約50mLの硬質ガラス製容器に入れた。
生理食塩液をインプラント 0.2g 当たり 1mL
の割合で加え、密栓した後、121℃±2℃で 1
時間抽出した。これを試験液 A とした。別
に生理食塩液を試験液 A と同様の方法で空
試験液 A’を調製した。上記試験液 A およ
び空試験液 A’の調製と同様の方法で生理
食塩液に代え、ゴマ油を用いて試験液 B お
よび空試験液 B’を調製した。

　　　b. 試験方法
　　　　·　4 週齢の ddY 系雄マウスに対し、試験液

A および A’を尾静脈内に、試験液 B およ
び B’を腹腔内に、体重 1kg につき 50mL
の用量で 1 回投与した。投与直後、投与後 4、
24、48 および 72 時間並びに 5 日に一般状態
の観察を行い、観察期間終了後、マウスを屠
殺、剖検した。また、投与直前、投与後 24、
48 および 72 時間並びに 5 日にマウスの体重
を測定した。

　（4） 遺伝毒性試験（復帰突然変異試験）
　　　Genotoxicity Test·12）

　　·　 本 試 験 は、1 個 の 細 胞 に 生 じ た DNA 障
害（DNA·damage）に派生して、細胞や固体
レベルで遺伝子突然変異（gene·mutation）や
染 色 体 異 常（chromosomal·aberration） を 起
こす遺伝毒性物質を検出する試験である。本
研 究 で は、Escherichia·coli·WP2·uvrA 株（ 以
下、「E。Coli·WP2·uvrA 株」と略す）および
Salmonella·typhimurium·TA 系 4 菌株（以下、「S.·
typhimuriumTA 系 4 菌株」）を用いて、代謝活
性化を含む復帰突然変異試験を行った。
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　　　a. 試験液の調製
　　　　·　検体としての本インプラント試料 1.5g に

対し、生理食塩液を 3mL の割合で加え密栓
した後、121℃±2℃で 1 時間加熱した。これ
を試験原液とした。別に生理食塩液を用い、
試験液と同様の方法で調製した空抽出試験液
100µL を陰性対照とした。

　　　b. 試験方法
　　　　a）プレインキュベータ法
　　　　　·　本インプラント試料の抽出液を 37℃の

恒温槽中で 20 分間振とうした後、これに
上記した各菌を加え混合して、最少グル
コース寒天平板培地上に一様に広げ固化さ
せた。37℃の恒温器中で 48 時間培養し、
復帰突然変異により出現したコロニーを計
数した。

　　　　b）無菌試験
　　　　　·　試験液は 0.1mL、S9Mix は 0.5mL を滅

菌小試験管にそれぞれ 2 本分注入し、トッ
プアーガー 2mL を加え混合して、最少グ
ルコース寒天平板地上に一様に広げ固化さ
せた。37℃の恒温器中で 48 時間培養し、
菌の発育の有無を観察した。

３．実験結果

１）細胞毒性
　検体のコロニー形成阻害試験の結果を表 1 に示し
た。
　本インプラント試料検体試験液および陰性対照試験
液におけるコロニー形成率は、空抽出試験液に対して
特に低下は見られなかった。
　本試験条件下において、薄膜 HA コーティングイ
ンプラントは、細胞毒性を示さないものと考えられた。

２）皮膚感作性
　感作誘発結果の総括を表２に示した。試験群では、
誘発後 48 および 72 時間の各観察時間において、試験
液貼付部位に皮膚反応は観察されず、陽性率は誘発後
48 および 72 時間でいずれも 0% であった（平均評価
点：いずれも 0）。陰性対照群では、誘発後 48 および
72 時間の各観察時間において、空試験液貼付部位に

皮膚反応は観察されず、陽性率は誘発後 48 および 72
時間でいずれも 0％であった（平均評価点：いずれも
0）。また、試験液貼付部位においても皮膚反応は見ら
れず、陽性率は貼付後48および72時間でいずれも0％
であった（平均評価点：いずれも 0）。
　一方、陽性対照群では、誘発後 48 および 72 時間に
壊死および痂皮形成（ともに点数 4）が見られた。陽
性率は誘発後 48 および 72 時間でいずれも 100％で
あった（平均評価点：いずれも 4.0）。
　陰性対照群の 1 例で試験期間中に体重減少が認めら
れたが、一般状態に異常は見られなかった。その他の
試験動物においては試験期間中の体重変化に異常は見
られず、一般状態にも異常は見られなかった。

表１：·検体の抽出液投与による V79 細胞のコロニー
　　　形成率の結果

濃度（％） コロニー数/ウエル 平均
コロニー形成率

（％）
（空抽出=100）

0.5　
1　

試験··　　5　
-1··　　10　

50　
100　

49··49··48··51
45··51··49··47
50··48··51··54
47··44··43··49
48··48··52··47
49··49··46··47

49.3
48.0
50.8
45.8
48.8
47.8

98.6
96.0
101.6
91.6
97.6
95.6

陰性対照群
空抽出群　

43··51··46··48
50··54··49··47

47.0
50.0

94.0
100.0

3.13　
6.25　

試験　12.5　
-2··　　25　

50　
100　

50··51··50··48
54··46··48··50
52··45··54··46
53··55··48··49
48··45··47··48
44··42··43··57

49.8
49.5
49.3
51.3
47.0
46.5

99.0
98.4
98.0
102.0
93.4
92.4

陰性対照群
空抽出群　

50··47··44··55
46··52··53··50

49.0
50.3

97.4
100.0

表２：検体の抽出液投与による感作誘発結果の総括

群 １群の
動物数 誘発物質 観察時間

（時間）
陽性率
（％）

平均
評価点

試験群 10 試験液 48 0 0
72 0 0

陰性
対照群 5

空試験液 48 0 0
72 0 0

試験液 *1 48 0 0
72 0 0

陽性
対照群 5 0.1％ DNCB·*2 48 100 4.0

72 100 4.0
·*1·false·positive·response 確認結果
·*2·基剤としてワセリンを用いた。
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３）急性全身毒性
　マウスの体重変化（試験液および空試験液投与群）
の結果を表３に示した。
　（1） 抽出溶媒が生理食塩液の投与群
　　·　試験液 A および空試験液 A’投与群のいずれ

も投与直後から一般状態に変化は認められず、観
察期間中に各群間で体重増加に差は見られなかっ
た。観察期間終了後の剖検では、各群において何
ら異常は見られなかった。

　（2） 抽出溶媒がゴマ油の投与群
　　·　試験液 B および空試験液 B’·投与群のいずれも

投与直後から一般状態に変化は認められず、観察
期間中に各群間で体重増加に差は見られなかっ
た。観察期間終了後の剖検では、各群において何
ら異常は見られなかった。

　以上、投与後 5日間の観察において、各投与群に異
常又は死亡例は認められなかったことから、薄膜 HAコー
ティングインプラントは、本試験陰性であるものと認められた。

表 3.1：試験液（生理食塩液）A 投与群
試験動物 投与前 24 時間後 48 時間後 72 時間後 5 日後

1
2
3
4
5

20.3
19.7
19.8
20.7
20.0

20.7
20.3
21.3
21.1
21.1

22.5
22.4
23.1
23.2
23.7

24.5
23.4
25.3
25.0
25.8

25.7
25.1
26.9
26.5
27.6

平均
標準偏差

20.1
0.4

20.9
0.4

23.0
0.5

24.8
0.9

26.4
1.0

表 3.2：空試験液（生理食塩液）A’投与群
試験動物 投与前 24 時間後 48 時間後 72 時間後 5 日後

1
2
3
4
5

19.2
20.5
19.7
19.9
20.1

19.9
20.7
20.9
21.4
21.0

21.8
23.7
23.1
23.7
23.7

23.4
25.4
25.3
25.8
25.0

25.4
27.8
26.6
27.7
27.6

平均
標準偏差

19.9
0.5

20.8
0.6

23.2
0.8

25.0
0.9

27.0
1.0

表 3.3：試験液（ゴマ油）B 投与群
試験動物 投与前 24 時間後 48 時間後 72 時間後 5 日後

1
2
3
4
5

19.9
20.8
20.0
20.4
20.1

20.4
20.8
20.5
20.9
20.1

22.8
23.3
22.9
24.3
23.2

24.7
26.0
25.1
26.1
24.8

26.6
28.3
28.0
28.3
27.6

平均
標準偏差

20.2
0.4

20.5
0.3

23.3
0.6

25.3
0.7

27.8
0.7

表 3.4：空試験液（ごま油）B’投与群
試験動物 投与前 24 時間後 48 時間後 72 時間後 5 日後

1
2
3
4
5

19.9
20.6
20.0
20.6
19.8

20.1
20.6
20.8
21.5
20.4

23.3
24.4
24.0
23.9
23.3

25.6
26.1
25.5
25.8
25.0

27.9
29.0
27.9
27.6
26.8

平均
標準偏差

20.2
0.4

20.7
0.5

23.8
0.5

25.6
0.4

27.8
0.8

表３：検体の抽出液投与によるマウスの体重変化
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4）遺伝毒性
　復帰変異コロニー数の結果を表４に示した。
本インプラント試料の抽出液は、陰性対照に比べ復帰
変異コロニー数を増加させなかったことから、本試験
条件下における薄膜 HA コーティングインプラント
の突然変異誘起性は陰性であると結論した。無菌試験
では試験液および S9Mix ともに菌の発育は観察され
なかった。

表４：検体の抽出液投与による復帰変異コロニー数の結果

代謝活性化系の
有無

被験物質の用量
（µL/ プレート）

復帰変異数（コロニー数 / プレート）
塩基対置換型 フレームシフト型

TA100 TA1535 WP2·uvrA TA98 TA1537
S9Mix(-) 陰性対照 102

110·(106)
4

6·(5)
23

33·(28)
20

18·(19)
10

10·(10)

100 78
89·(84)

6
10·(8)

15
23·(19)

19
21·(20)

7
7·(7)

200 82
83·(83)

6
8·(7)

20
23·(22)

28
28·(28)

8
9·(9)

300 91
72·(82)

3
8·(6)

16
26·(21)

18
20·(19)

6
12·(9)

400 76
106·(91)

6
6·(6)

20
28·(24)

20
26·(23)

8
10·(9)

500 81
96·(89)

6
9·(8)

23
29·(26)

14
25·(20)

7
10·(9)

S9Mix(+) 陰性対照 89
119·(104)

6
7·(7)

22
24·(23)

34
35·(35)

22
33·(28)

100 94
130·(112)

6
7·(7)

22
24·(23)

40
42·(41)

20
26·(23)

200 97
102·(100)

8
12·(11)

22
24·(23)

24
36·(30)

20
24·(22)

300 107
116·(112)

7
8·(8)

15
20·(23)

38
43·(41)

13
20·(17)

400 105
117·(111)

4
6·(5)

28
28·(28)

36
41·(39)

25
29·(27)

500 93
96·(95)

7
11·(9)

20
25·(23)

25
27·(26)

15
18·(17)

陽
性
対
照

S9Mixを必要
としないもの。

名　称 AF-2 ENNG AF-2 AF-2 9-AA
用量（µg/プレート） 0.01 5 0.01 0.1 80

コロニー数/プレート 411
405·(408)

4810
6238·(5524)

176
154·(165)

443
398·(421)

268
444·(356)

S9Mix を必要
とするもの。

名　称 2-AA 2-AA 2-AA 2-AA 2-AA
用量（µg/プレート） 1 2 10 0.5 2

コロニー数/プレート 1945
1657（1801）

394
366(380)

696
672(684)

348
333(341)

390
325(358)

　2-AA:·2-aminoantracene···························カッコ内は各プレートのコロニー数の平均値を示す。
　AF-2:·2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide
　ENNG:·N-ethyl-N7-nitro-N-nitrosoguanidine
　9-AA:·9-aminoacridine

　陽性対照として用いた 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)
acrylamide,·N-ethyl-<-nitro-N-nitrosoguanideine お
よび 9-aminoacridine では、陰性対照と比較して
著名な復帰変異コロニー数の増加を認めた。また、
2-aminoanthracene は S9Mix 存在下で、著名な復帰
変異を誘起した。
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４．考　察

　細胞毒性、感作性、急性全身毒性および遺伝毒性（復
帰突然変異）の 4 試験に使用された試験液は、いずれ
も培養液あるいは食塩水にインプラントを投入して抽
出した液またはその希釈液である。抽出される試験試
料の素材はチタンと HA であり、毒性の対象となる
物質はチタンと HA である。チタンは表面が酸化さ
れており、不働態膜で覆われているためほとんど溶解
しない。また HA は難溶性の塩で、室温度の蒸留水
中での溶解度は約 0.01g/L（0.01％）と低い。さらに
温度上昇とともに溶解度は減少する。しかも溶解する
イオンはカルシウムとリン酸イオンである。これらの
イオン濃度は体内濃度よりも低く、生物学的安全性試
験では陰性と判断されることは予想された。本研究で
もすべての試験において陰性と判定され薄膜 HA ス
パッタコーティングインプラントの生物学的安全性が
証明された。

５．結　論

　スパッタリング法により薄膜 HA コーティングさ
れた歯科用インプラントの生物学的安全性を評価する
ために、細胞毒性試験（コロニー形成阻害試験）、皮
膚感作性試験、急性全身毒性試験および遺伝毒性試験

（復帰突然変異試験）を実施した。いずれの試験にお
いても陰性と判定され、生物学的安全性が証明された。·
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抄　録

　薄膜ハイドロキシアパタイト（HA）コーティングインプラ
ントの生物学的安全性を評価する。
　本インプラントは、矩形ネジ付きチタンインプラントのイン
プラント部表面に、スパッタリング法により厚さ 1.5µm の HA
が薄膜コーティングされているワンピースタイプである。この
インプラントの生物学的安全性を、細胞毒性、皮膚感作性、急
性全身毒性および遺伝毒性の 4 試験により評価した。
　すべての試験結果において陰性と判定され、スパッタリング
法でコーティングされた本薄膜 HA インプラントの生物学的
安全性が証明された。
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●原著

過大埋入トルクで撤去された HA インプラント周囲の
骨組織反応と HA の剥離

吉野　晃

Bone tissue reaction and exfoliation of HA around a HA coated 
implant removed by excessive torque

Akira Yoshino

　Yoshino·Dental·Clinic

Abstract

·The·purpose·of·this·study·was·to·investigate·clinically·the·bone·tissue·reaction·and·exfoliation·of·HA·around·a·
HA·coated·implant·removed·by·excessive·torque.·
·The·flame·spraying·HA-coated·implants·were·inserted·into·D2·human·bone·by·60·Ncm·torque·and·after·one·
month·of·the·insertion·a·significant·bone·resorption·around·the·implant·and·an·exfoliation·of·the·HA·particles·
from·the·HA·coated·surface·were·revealed·by·histological·SEM·and·EDX(Energy·dispersive·X-ray·fluorescence·
spectrometer)·observations.
·It·was·suggested·that·an·excessive·insertion·torque·60Ncm·causes·a·significant·bone·resorption·and·an·
exfoliation·of·HA·particle·from·the·HA·coated·surface·and·results·failure·clinically.·

１．緒　言

　インプラント治療の成功は、オッセオインテグレー
ションの早期獲得と長期のメンテナンスが必要不可欠
である。良好なオッセオインテグレーションの獲得に
は強固な初期固定を得ることが重要であり、埋入時の
トルクも大きな要因となる。
　近年のインプラント治療において、大きな埋入トル
クを必要とする即時荷重および早期荷重の普及は、治
癒期間の短縮に大きく貢献しているが、トルク値が骨
や HA コーティング層に及ぼす影響についてはあま

り報告されていない。
　今回、実際の臨床例から、過大な埋入トルクが骨組
織および HA インプラント表面におよぼす臨床的影
響について考察し若干の知見を得たので報告する。

２．材料と方法

１）材料
　京セラメディカル社製のフレーム溶射法による HA
コーティングインプラント（FINATITE、以下 HA
インプラントとする）を用いた。
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２）方法
　一般状態で特に異常が認められない 54 歳、女性の
下顎左側 6、7 部欠損、D2 相当の骨質に、手用トルク
レンチ（京セラメディカル社製）により 60N㎝の過
大なトルクにより HA インプラントを 2 本埋入した

（図１）。
　過大な埋入トルクにより生じた骨吸収により埋入 1
か月後に 1 本の HA インプラントは撤去された。撤
去後、インプラントは 10％中性緩衝ホルマリン水溶
液に 3 日間浸漬し、周囲に付着した生体組織とともに
固定した後、エタノールにて脱水処理した。包埋後、
ダイヤモンドカッターで薄切切片作成後、HE 染色し
て組織標本とした。周囲の骨組織反応は組織像から、
HA コーティング表面の剥離などについては走査型電
子顕微鏡（S-3400N、日立製作所、以下 SEM とする）
観察およびエネルギー分散型蛍光 X 線元素分析装置

（GENESIS·EDAX）により検討した。

３．結果と考察

１）骨組織像
　埋入 1 か月後、デンタルＸ線にて著しい骨吸収が認
められた下顎左側 6 部に埋入されたインプラントを撤
去した（図２）。撤去したインプラントの表面のとこ
ろどころに HA コーティングが残存しているのがみ
られる（図３）。この撤去したインプラントの薄切切
片と組織像を示した（図４）。その拡大組織像を示し
た（図５）。埋入後約 30 日間が経過すると、通常、埋
入による外傷から骨組織がインプラント表面に向かい
修復機構（ミニモデリング）が開始している時期であ
る。骨結合が獲得された場合は、一部の骨様組織はイ
ンプラントと連続性を保ち、モデリング時特有の空胞
が目立つ骨細胞が確認できる 1）。しかしながら、本症
例では炎症性細胞浸潤と、壊死した結合組織、骨様組

　図２：骨吸収の大きいインプラント

図３：撤去したインプラント

図１：インプラント埋入前後のパノラマ写真
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織の線維化が認められ、正常な骨組織は見られない。
オッセオインテグレーションは得られていないことが
解る 2）。これより即時荷重あるいは早期荷重において
大きなトルクでセルフタッピングによりインプラント
を埋入することは危険であることが示唆された 3,·4）。

図４：撤去したインプラントの断面と組織像

図５：インプラントのネジ谷における組織像

図６：撤去したインプラント

２）HA コーティング層
　埋入 1 か月以内で撤去した HA インプラントの 90°
ごとに回転した外観を示した（図６）。白色部は HA
コーティングが残存している部分である。灰色部は基
材の金属が露出している部分である。これらの表面の
SEM 像（左）と EDS 分析の結果（右）を示した（図７）。
白色領域を（A）、灰色の母材の露出部を（C）、先端
表層付着物部位を（B）とした。
　灰色部はねじ山凸部に認められた。EDS 分析の（A）
には二つの大きなピークがみられ、右のピークがカ
ルシウム（Ca）で、左のピークはＰである。大部分
は HA コーティングが残存していることを示してい
る。左側のエネルギーの小さなピークは軽元素の炭素
や酸素である。わずかの結合織が付着していることが
推定された。一方、灰色部（C）では、チタン（Ti）
やアルミニウム（Al）が多く検出され、これは HA
コーティングが剥離し、母材であるチタン合金（Ti・
6Al・4V）中の Al が検出されたものである。付着部（B）
では、炭素が多く検出された。結合織中の炭素が検出
されたものと推定された。
　HA インプラントを即時荷重あるいは早期荷重を目
指して埋入する場合は、過大な埋入トルクはできるだ
け避けなければならない。HA と基材の結合力が大き
いな HA インプラントの開発が期待される 5）。

４．結　論

① ·60Ncm 以上の高い埋入トルクは骨吸収を引き起こ
すことが示唆された。

② ·60Ncm 以上の高い埋入トルクは、インプラントの
特に先端部における HA コーティング表面から HA
を剥離させる可能性があることが示唆された。
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抄　録

　約 60Ncm の過大な埋入トルクにより D2 相当の骨
質に埋入後骨吸収により撤去されたフレーム溶射 HA
コーティングインプラントの周囲における骨組織反応
およびコーティング HA の剥離を実際の臨床例から
検討した。
　撤去されたインプラント周囲の骨組織反応は病理組
織像から、コーティング HA の剥離に関しては SEM
像や EDS 分析で検討した。
　過大な埋入トルクで埋入されたインプラント周囲の
骨は炎症および組織壊死により骨吸収を誘発し、イン
プラントが 1 か月以内で撤去される恐れがあることお
よびコーティング HA の剥離が起こることが示唆さ
れた。

図７：撤去したインプラント表面の SEM 像と元素分析

SEM 観察像　　　　　　　　　　成分分析

A：白色領域　× 500

·······　　　　　　　　　　　　　成分分析

Energ(keV)

B：先端側付着物　× 500

C：母材の露出部　× 500

P Ca

C
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●症例報告

スパッタ HA インプラントの臨床評価について：
インプラント埋入から上部構造装着まで

澤田　有里、澤田　章司

Clinical evaluation of the sputtered HA coated implant : 
Implant placement and attachment of the superstructure

Yuri Sawada , Shoji Sawada

　澤田歯科医院
　Sawada·Dental·Office

Abstract

·Purpose:··μ-One·HA·Implant·is·an·improved·TS·type·on·the·conventional·S·type·and·L·type·which·had·been·
introduced·into·the·implant·market.
·This·time·we·have·examined·this·TS·type·from·the·initial·integration·to·the·installation·of·the·superstructure.
·Method:··We·had·examined·the·implant·procedure·in·55·patients·using·146·TS·type·implants.
·Result·and·Opinion:··When·compared·to·conventional·types·the·TS·type·with·its·tapered·body·and·self·tap·
implant·had·shown·huge·improvements,·on·implantation·the·initial·integration·was·very·stable,·the·speedy·
time·taken·to·fitting·of·the·superstructure·was·very·impressive.
·Conclusion:··The·TS·type·is·compatible·for·a·wide·variety·of·clinical·cases.

１．緒　言

　近年、·ワンピース型インプラントが数社から発売さ
れ、臨床での評価も高まりつつある。ミューワン HA
インプラント（山八歯材工業株式会社製）も治験開始
以来、8 年半を経過し現在まで良好な成績を収めてい
る。今回、従来の S タイプと L タイプから新たに形
態的に改良を加えた TS タイプが 2012 年からライン
アップに加わった。
　改良型 TS タイプのハイドロキシアパタイト（以下
HA）に関しては従来と変更なく、スパッタリング法

により 1 〜 2µm の薄膜となっている。その特徴は、
プラズマ溶射法やフレーム溶射法に比較して、ミュー
ワンHAインプラントのHAは緻密で均一に薄膜コー
ティングされていることから、HA の機械的強度が極
めて高く、埋入時の剥離や破壊によるトラブルが生じ
にくいことである 1 〜 3）。さらに、チタンインプラント
と同様な扱いができるにも拘わらず、HA の骨伝導能
により骨との結合、いわゆるバイオインテグレーショ
ンが速やかにかつ強固に達成でき、その後、薄膜 HA
は徐々に骨に吸収・置換されオッセオインテグレー
ションに移行できるとされている 4）。
　また、従来型に比較して改良型 TS タイプでは、ス
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トレートボディからテーパードボディのセルフタップ
インプラントとなり、スレッド形態を大幅に改良した
ことで埋入時から強固な初期固定が得られ、かつ応力
分散が図れることで周囲骨に対する圧迫を極力抑える
配慮がなされているとのことである 5,·6）（図１）。
　そこで、·以上のような特徴を持ち備えたスパッタリ
ング法による薄膜の HA コーティングされたミュー
ワン HA インプラント TS タイプは、·発売間もないこ
ともあって実際の臨床での報告等が少ないことから、
我々は TS タイプの臨床での評価について検討するこ
とにした。
　今回は、TS タイプを 146 本埋入する機会を得たの
で、·まずはその初期固定の評価と上部構造装着までに
関する短期的な評価について前向き調査を行った。

２．対象及び方法

（1）対　象
　対象は、2012年2月から2013年1月までの1年間に、
澤田歯科医院においてインプラント埋入手術を行っ
た患者 55 名と埋入したミューワン HA インプラント
TS タイプ 146 本である。

（2）術　式
　術式等に関しては、原則としてパンチアウトを併用
した無剥離術式で行い、抜歯即時埋入は8本であった。·
ソケットリフトは 9 本行い、人工骨補填は行わなかっ
た。

　埋入深度は、原則 HA 部を骨縁下 1 〜 2mm に位置
させた。
　治癒期間（免荷期間）は上下顎とも基本的に 2 ヶ月
としたが、·ドリリング感触並びに初期固定等の条件が
良い場合には打診音を参考にした上で 4 週で最終補綴
を行い、動揺が生じた場合等は、治癒期間を延長した。

３．結　果

　今回の調査における基礎データは、患者総数 55 人
で男女別では男性 28 人と女性 27 人であり、その平均
年齢は 64 歳（男性 66 歳・女性 62 歳）であった（表１、
図２）。

　有病者数に関しては複数回答で、心疾患が 5 人、高
血圧症が 19 人、糖尿病が 9 人、高脂血症が 3 人、骨
粗鬆症が 3 人及びその他の疾患が 6 人、既往歴なし
が 25 人であったことから有病者率は 55％となった

（図３）。
　インプラント埋入本数は 146 本で、男女別本数の内
訳は、男性 90 本に対して女性 56 本であり（表２）、
患者55人の1人平均埋入本数は2.7本であった。但し、
146 本中の 1 本は、男性被験者より埋入後 3 週目に脱
落したため、男性 89 本と女性 55 本の合計 145 本を調
査した。
　部位別本数では、上顎 86 本に対して下顎 60 本であ

表１：患者総数と男女比
性別 男性 女性 総数

患者数 28 27 55

図２：患者の年齢構成
　　　70 歳代、60 歳代が多かった。

図１：·ミューワンHAインプラント·TSタイプ。
　　　インプラント上部（A）はアバットメント部、下部（B）はHA 被覆部。

A

B
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り（表３）、上顎の内訳は、前歯が 21 本、小臼歯が
37 本及び大臼歯が 28 本であるのに対して、下顎では、
前歯が 10 本、小臼歯が 18 本及び大臼歯が 32 本であっ
た（図４）。
　以上におけるミューワン HA インプラント TS タイ
プの埋入結果は、従来型の S タイプと L タイプに比
較して埋入時から良好な初期固定が得られた。
　インプラント直径別の使用本数では、3.3mm が 53
本と最も多く、3.7mm が 32 本と 4.0mm が 34 本とほ
ぼ同数となり、5.0mm は最も少なく 27 本であった。·

また HA 部長径別では、10mm が圧倒的に多く 110 本、
続いて 12mm が 30 本、8mm が最も少なく 6 本であっ
た（図５, ６）。

　術後経過に関しては、従来型と変わらず、特に大き
な腫脹・疼痛はなく、また金属アレルギー等の発症も
なく、全ての症例で良好であった。
　治癒期間（免荷期間）は最短で 4 週で、最長で 21
週であった。·治癒期間の平均は、1 本あたり約 7.7
週であった。男女別では、男性が約 7.6 週に対して
女性は約 7.9 週であり、両者に大きな差はなかった

（図７, ８）。
　上下顎別では、上顎が約 7.6 週（男性約 7.6 週、女
性約 7.9 週）に対して下顎は約 7.7 週（男性約 7.7 週、
女性約 7.8 週）となり、両者の治癒期間にも大きな差
はなかった。
　治癒期間中における動揺に関しては、抜歯即時埋入
では2本に1〜2週間後に動揺を来たした。そのため、

表２：男女別インプラント埋入本数内訳
患者性別 男性 女性 総数

インプラント本数 90 56 146

図３：既往歴と有病者数

表３：上・下顎別インプラント埋入本数
上・下顎 上顎 下顎 総数

インプラント本数 86 60 146

図４：部位別インプラント埋入本数内訳
　　　·男性は上顎小臼歯部と下顎大臼歯部、女性は上顎大臼歯部と上顎小

臼歯部が多かった。

図５：インプラント径。
直径 3.3mm の使用頻度が高かった。

図６：インプラント HA 被覆部長。
　　　10mm の使用頻度が高かった。
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スーパーボンドにて固定し数カ月から 5 カ月程度の治
癒期間をおいた。これらは動揺が治まってから 2 カ月
後に補綴処置を行った。
　また、治癒期間中に脱落したインプラントは、146
本中の 1 本であったので、補綴装着までの生存率は
99.3％であった。この脱落したケースは、男性の右上
５に埋入した TS50-08-08 のインプラントで、3 週間
後に食事中に硬いものを噛んでしまったことが原因で
動揺し脱落に至った。しかし、同患者の右上第一小臼
歯、第一大臼歯のインプラントには問題がなかったの
で、同インプラント支台のブリッジにて作製した。
　今回、インプラント治療を行った患者の平均年齢は
64 歳であり、有病者率も 55％と高いが、補綴装着ま
での短期的な経過は、既往歴の有無に関係なく順調に
推移し、偶発症や合併症についても特記すべき事項は
なかった。
　また、骨質のタイプ別では、タイプⅠが 13 人、タ
イプⅡが 111 人、タイプⅢが 21 人及びタイプⅣが 1
人であったが、骨質の違いによっても偶発症や合併症

等に特記すべき事項はなかった。
　上部構造に関しては、前歯部など審美的要求の高い
部位はセラミックで行ったが、大臼歯部はメタルオク
ルーザルを基本としている関係で、金合金の補綴物が
61 本とセラミックの 72 本に次いで多かった。
　補綴処置では、単冠が 33 本で、複数のインプラン
ト埋入では原則連結し、2 歯連結冠が 50 本、3 歯連結
冠が 39 本及び 4 歯以上の連結冠が 12 本であった。ま
た、ブリッジは 10 本で、オーバーデンチャ―が 1 本
であった（図９,·10）。

４．考　察

現在、2 回法（ツーピースタイプ）インプラントが主
流である中、近年では数社から１回法のワンピースタ
イプが発売されてきている。
　一般に、ワンピースタイプの利点としては、①イン
プラント体とアバットメントが一体であることにより

図７：インプラント埋入後の男女別治癒期間（免荷期間）。
　　　男性は 7 週、女性は 8 週が多かった。

図９：インプラントに処置した上部構造の種類。
　　　患者数では単冠、本数では 2 歯連結冠が多かった。

図 10：埋入インプラントに補綴処置した上部構造材料。
　　　·セラミックおよび金合金が多かった。

図８：インプラント埋入後の上・下顎別治癒期間（免荷期間）。
　　　上下顎ともに 8 週が最も多く、次いで 7 週が多かった。
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接触面のマイクロギャップが存在しない、②一体型の
ため強度的に有利である（2 回法でのスクリューの破
折や緩みの心配がない）、③細いインプラントの製造
が可能である、④一体型でマイクロギャップがないた
め埋入深度にある程度の自由度がある、⑤患者の外科
的侵襲の軽減と補綴処置までの治療の負担軽減が図れ
る、⑥単純な構造により術者の負担軽減と技工作業の
簡易化が図れる、⑦パーツが少ないことから患者の経
済的負担が軽減できる、などが考えられる 7,·8）。
　また、HA の利点の一つである早期のバイオインテ
グレーションの獲得が可能 1,·9）なことを考慮して、ワ
ンピースタイプでは HA インプラントがその主流と
なっている。
　これらの理由で日本においてはワンピースタイプイ
ンプラントの開発が進み、最も問題視されていた埋入
後の HA の剥離の懸念 10,·11）が解決できたことで、HA
のワンピースタイプのユーザーが増加しているものと
推察する。
　今回、我々は、ミューワン HA インプラントの従
来型 S タイプと L タイプから新たに形態的な改良を
加えた TS タイプを臨床で使用する機会を得た。初期
固定に関しては、従来型に比較して TS タイプでは、
埋入時から格段に強固な初期固定が得られた。これは、
従来のストレートボディからテーパードボディのセル
フタップインプラントに変更され、スレッド形態を大
幅に改良された結果と考えられる。また、一般的にテー
パードボディの利点としては、この様な埋入トルク値
が高く初期固定が得やすい他に、湾曲した隣在歯根へ
の接触防止や狭窄した骨でのインプラント先端部の露
出防止などでも有利である。
　ミューワン HA インプラントの HA は、スパッ
タリング法により 1 〜 2µm の薄膜となっており、そ
の特徴は緻密で均一に薄膜コーティングされているこ
とである 1 〜 3）。その結果、HA の機械的強度が極めて
高く、埋入時の剥離や破壊によるトラブルが生じにく
いとされ、従来型では長期臨床経過において好成績を
収めている 4 〜 6）。·TS タイプの HA に関しても同様に
スパッタリング法による薄膜コーティングされた HA
である。治癒期間に関しては、今回の調査で埋入から
上部構造装着まで上下顎の 1 本あたりの平均は 7.7 週
であったこと、また上下顎に大きな差はなく骨質にあ
まり影響なく比較的早期にバイオインテグレーション

の獲得が行われたと推察され、短期的な経過は良好で
あった。
　一方、ワンピースタイプの欠点の一つに、インプラ
ント埋入後の治癒期間（免荷期間）にインプラント体
の一部が口腔内に露出していることが挙げられる 7）。
そのため、咬合圧や舌圧あるいは咀嚼による顎骨の振
動の影響を受けやすく、後に動揺などのトラブルが生
じることがある。今回、埋入したインプラント 146 本
のうち男性被験者の 1 本が、食事中に不意に硬いもの
を噛んでしまったことが原因で動揺し脱落に至ってし
まった。
　特に、骨高径の少ない症例などで、インプラント
埋入部が短い場合は注意を要する。今回脱落した HA
長は 8mm のインプラントであり、骨高径が十分でな
かったことも影響したものと考えられる。この様な場
合は、予めスーパーボンド等接着性レジンセメントや
パターンレジン等で連結固定しておくことや、咀嚼時
の注意事項など患者へのきめ細かな説明もより重要に
なると思われる。また、埋入時の注意点として、口腔
内への露出部を可及的に短めにして、治癒期間中に咬
合圧や舌圧等の影響を避けることも重要になると思わ
れる。
　咀嚼などで生じる顎骨の振動によるインプラント体
の緩みに関しても、ワンピースタイプであり且つテー
パードボディであるがために十分に考慮しなければな
らない。また、埋入後の周囲骨に均一な骨吸収が生じ
た状況を想定すると、ストレートボディに比較して
テーパードボディでは幾何学的に動揺量が大きくなる
傾向が予想される。
　さらに、抜歯直後埋入では特に注意を要する。つま
り、抜歯窩の歯槽頂部の幅径は、一般的にインプラン
ト体幅径よりも大きいため両者に間隙が生じ、当初は
強固な初期固定が得られたようでも振動等で後日、イ
ンプラント体に緩みが生じやすい点である。これはそ
の形態上の特徴から、ストレートボディに比較して
テーパードボディにおいて、より緩みが生じやすいと
推察される。
　その他の緩みの原因としては、不用意なドリリング
時の骨への熱損傷など外科的侵襲由来によって骨吸収
が生じた場合等は、緩みが生じやすくなると推察され
る。
　また、ドリリングで拡大して行く過程で、バーのブ
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レはバイオインテグレーション獲得を失敗させる致命
的な要素になりうる一つであると考える。つまり、ド
リリング時にブレが生じ骨最深部が不必要に拡大され
た場合、インプラント先端が細くなっている構造の
テーパードボディでは、インプラント体と骨がルーズ
になりやすく強固な初期固定が得にくくなる恐れがあ
る。そのためドリリングには細心の注意が必要である。
　不本意にも、インプラント体に緩みが生じやすい状
況に至りそうな場合には、予め隣在インプラント同士
や、動揺があまりない天然歯とスーパーボンド等で固
定するなどの対策が必要となる。
　今回、埋入したインプラントサイズに関しては、幅
径別では 3.3mm を 53 本と最も多く使用し、3.7mm
と 4.0mm がそれぞれ 32 本と 34 本とほぼ同数となり、
5.0mm は最も少ない 27 本であった。これは、顎骨の
形態的特徴から臼歯部から前歯部になるに従って歯槽
骨の幅径が一般的に細くなることや歯牙喪失後は頬側
骨が吸収しやすいことなどの要因が考えられる。また、
その他に骨縁での応力集中を避けるため、骨幅ぎりぎ
りの幅径を選択せず、余裕をもって一つ細めのインプ
ラントを選択していることも影響している。これらの
理由で細めのインプラントが予想以上に多用され、実
際に 3.3mm と 3.7mm の合計は 85 本とかなり多くを
占める結果となった。
　また、HA 部長径別では、10mm が 110 本と最も多
く、続いて 12mm が 30 本、8mm は最も少ない 6 本
であった。HA 部長径 10mm と 12mm の合計で全体
の 9 割以上を占めるに至った。これは歯冠歯根比等を
考慮するとある程度の長さを選択することになり、短
いインプラントは避けたいと考えたための結果となっ
ている。
　今回、幅径の細めなインプラントが多かったにも
拘わらず、99.3％の高いインテグレーション獲得率と
なった背景には、HA 部長径を可能な限り長めを選択
したことも関係したものと推察される。
　例えば今回とは反対に、インプラント埋入部の表面
積を重視して行った場合には、可及的に幅径の大きい
インプラントを選択することになるが、仮に同じ長さ
の HA 部長径を選択すると歯槽骨の形状から細めの
インプラントであれば HA 部を完全に埋入できたも
のが、太めでは特に頬舌側で HA が露出する可能性
が十分に考えられる。つまり、幅径の大きいインプラ

ントを選択し HA 部を完全に骨内に埋入しようとす
ると、多くの場合で HA 部長径を逆に短くせざるを
得ないことが予想される。
　さらに、可及的に太めのインプラントを埋入した場
合の危険性として、埋入した HA 部の頬舌側には海
綿骨が十分になく、血流の少ない皮質骨で覆われる結
果となり、十分なバイオインテグレーションが獲得で
きず将来的に骨吸収などを惹起する可能性も否定でき
ない。
　従って、我々は各症例におけるインプラントサイズ
の選択基準を、骨幅に余裕を持たせるために幅径は少
し細めに、HA 部長径は可及的に長いインプラントと
した。つまり、表面積よりも長さを重視した。
　以上のインプラントに関しては、全てにおいて HA
部を骨縁下 1 〜 2mm に埋入したが、これは HA 部
が骨縁から露出した場合の感染等を考慮したことと、
HA 部を血流のある海綿骨内に完全に埋入することで
強固なバイオインテグレーションの獲得を期待したも
のである。さらに、咀嚼等で側方圧が掛かった場合に
インプラント体と骨との支点を骨縁歯槽頂部から少し
深めに離すことで、歯槽頂部の皮質骨への応力集中を
避け、将来的に骨吸収をも避けたいとの考えからであ
る。
　また、インプラント治療の成功の基準（1998 年ト
ロント会議）の一つに、機能開始 1 年以降の経年的な
垂直的骨吸収は 1 年間で平均 0.2mm 以下であること
が示されている。従って、１年に 0.2mm の垂直的骨
吸収がたとえ生じたとしても、その分を補償できる程
度に HA 部を少し深めに埋入することは、非常に重
要な要素になると思われる。これを可能とするのはマ
イクロギャップのないワンピースインプラントである
からこそで、その特徴を最大限に生かしてのことであ
る。
　この様に今回、我々がインプラント埋入に際して設
定した基準は、患者平均年齢 64 歳を考慮し平均寿命
までの 20 年以上の長期に渡って安定した口腔機能の
維持を期待したものである。
　次に、ミューワン HA インプラントでは、その構
造上の特徴からアバットメント部の頂上にホールが形
成されており（図 11）、上部構造ではそれを活用する
ことが可能である。その一つが、ホールを補綴物の脱
離防止の目的で維持孔として活用する方法である（図
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12）。これによって、対合歯とのクリアランスが少な
い症例など、アバットメント部の露出がたとえ短い症
例であっても補綴物の脱落を回避することが可能であ
るといった大きな利点を有している。さらに、その
ホールを活用してボールアタッチメントの装着もでき
ることで、オーバーデンチャ―の症例への対応も可能
となっている。今回、1 症例においてプラスチック製
有床義歯アタッチメントであるクーゲルホックアタッ
チメント（山八歯材工業株式会社製）を利用した下顎
のオーバーデンチャ―を作製したが、維持は大変良
く咀嚼に関する患者の満足度は十分なものであった

（図 13）。

　治癒期間中にインプラント体の一部が露出している
ワンピースタイプの一つの欠点とされる感染リスクに
関しては、今回埋入した中では感染が疑われる所見は
認められなかった。従って、ミューワン HA インプ
ラント TS タイプは、ワンピースタイプであっても感
染リスクは特に問題ないのではないかと考えられる
12）。
　治癒期間（免荷期間）終了から補綴処置への移行の
目安に関しては、上下顎ともに約 2 ヶ月とし、最終的
には打診音にて判断した。埋入から 4 週で補綴処置し
た症例もあるが、余程条件の良い場合を除き、通常は
安全を期して 2 ヶ月程度の治癒期間をおくことが望ま
れる。
　上部構造に関しては、審美的要求度の高い前歯部や
小臼歯部は基本的にセラミックで回復し、大臼歯部で
は咬合調整の簡便性やセラミックにおけるチッピング

図 12：インプラント上部のホールに維持を求めて作製したピン付き上部構造。
　　　·インプラント 3 本埋入した上顎模型（A）、ピン付き上部構造（B）、
　　　·上部構造を模型に装着した状態（C）。

図 11：インプラント上部のアタッチメントホール

図 13：インプラントに装着するボールアバットメント及びクーゲルホック（左）。
　　　·右は口腔内に装着した状態。
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あるいは材質の硬度等を鑑みて金合金によるメタルオ
クルーザルを基本とした。つまり、20 年以上の良好
な長期予後を期待すると、ショックアブソーバーがな
いインプラント治療であるが故に咬合面には少しでも
硬度の低い材料を用いて骨縁への応力集中を軽減した
との思いがある。しかしながら、大臼歯部においても
特に審美的要求が高い場合にはセラミック等を用いた
が、咬合には細心の注意を払った。
　補綴物の合着に関しては、全て接着性レジンセメン
トを使用した。セメント硬化後は、予後に骨吸収等の
悪影響を及ぼさないように余剰セメントを完全に除去
するように努めた。
　今後は、インプラント体のサイズの違いあるいは上
部構造の材質の違い等によって骨に及ぼす経年的変化
に関して長期の調査が必要となると思われる。

５．結　論

　スパッタリング法により薄膜の HA コーティング
されたミューワン HA インプラント TS タイプは、イ
ンプラント埋入から補綴物装着までの短期的な経過は
良好であったことから、より広い適応範囲での臨床の
応用が可能であることが示唆された。
　しかし、今後は長期的な経過を観察していく必要が
あり、最終的な評価は 10 〜 20 年後に出ることになる。
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抄　録

【目的】　·ミューワンHAインプラント（山八歯材工業株式会社、
愛知、日本）は従来の S タイプと L タイプからさら
に形態的な改良を加えた TS タイプが発売された。そ
こで今回我々は、TS タイプの初期固定から上部構造
装着までに関する短期的な評価について検討を行っ
た。

【方法】　·澤田歯科医院においてインプラント埋入手術を行っ
た患者 55 名と埋入したミューワン HA インプラント
TS タイプ 146 本について調査した。

【結果および考察】
　　　　·従来型に比較して TS タイプでは、テーパードボディ

のセルフタップインプラントでスレッド形態を大幅に
改良した結果、·埋入時から強固な初期固定が得られ、
上部構造装着までの短期的な経過は良好であった。

【結論】　·改良型 TS タイプは、より広い適応範囲での臨床応用
が可能であると示唆された。
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●症例報告

薄膜 HA コーティングされたツーピースインプラントの臨床適用

藤森　達也 1）、塩田　真 2）、春日井　昇平 2）

Clinical application of thin HA coated two-piece implant

Tatsuya Fujimori 1), Makoto Shiota 2), Shohei Kasugai 2)

　１）東京医科歯科大学　歯学部附属病院　インプラント外来
　２）東京医科歯科大学　大学院·医歯学総合研究科　インプラント・口腔再生医学分野
　１）Dental·Implant·Clinic,·Dental·Hospital,·Tokyo·Medical·and·Dental·University
　２）Department·of·Oral·Implantology·and·Regenerative·Dental·Medicine,·Graduate·School·of·Medical·and·Dental·Sciences,·
　　　Tokyo·Medical·and·Dental·University

Abstract

·The·aim·of·this·case·report·was·to·evaluate·the·handling·and·safety·of·the·novel·thin·hydroxyapatite·coated·
two-piece·implant.·A·64·years·old·female·patient·who·had·a·disturbance·of·mastication·because·of·lost·of·
maxillaly·left·second·premolar·and·first·molar·desired·a·treatment·with·a·fixed·prosthesis·because·of·the·
discomfort·of·the·removable·prosthesis.·Under·local·anesthesia·with·intravenous·anesthesia,·φ3.8mm×10mm·
andφ4.3mm×10mm·thin·hydroxyapatite·coated·two-piece·implant·were·inserted·with·5mm·height·healing·
abutment.·After·3·months·healing·period,·pickup·impression·was·taken·with·an·individual·open·tray·and·
silicone·impression·material.·Porcelain·fused·metal·crowns·were·fabricated·and·delivered.·This·case·was·
followed·for·3·months·and·complication·was·not·observed.·This·new·implant·system·was·clinically·effective·and·
maneuverability·of·this·implant·system·was·similar·to·the·other·two-piece·implant·systems·in·the·market.

１．目　的

　近年においても、インプラントの骨結合の早期獲得
ならびに強化を目的とした表面性状の改変が各種試み
られている。ハイドロキシアパタイト（以下、「HA」）
コートはその目的において有用性が報告され 1）、現在
までに様々なインプラントにて利用されている。骨結
合が早期に獲得される特性は、免荷期間に力を受ける
恐れがあるワンピースインプラントにおいては特に有
用性が存在すると考えられる。その一方で、アパタイ
トコートによる骨伝導能は、骨質が脆弱であったり骨

欠損が存在する等により初期固定を得られない部位に
おいて、いわゆるレスキューインプラントとして活用
する際にも有用である可能性が存在する 2）。こういっ
た症例においては、アバットメントを分離可能で、粘
膜下治癒も選択可能なツーピースインプラントを選択
することで、インテグレーション獲得の確実性を上昇
しうると考えられる。
　本症例報告では、新規開発の薄膜 HA コートツー
ピースインプラントを患者に適用し経過観察を行い、
操作性ならびに安全性を検討することを目的とした。
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２．症　例

　本臨床試験は東京医科歯科大学歯学部倫理委員会に
よる承認（第 630 番）を受けて行われ、患者は十分な
インフォームドコンセントの上で被験者となることに
同意した。
　患者は 64 才女性。2012 年 3 月 21 日、左上第二小
臼歯の疼痛を主訴に当科に再来院した。同部はＸ線画
像より歯根破折と診断され（図１）、同年 4 月 2 日に
抜歯した。その後咀嚼困難により補綴処置を希望した。
患者は違和感を理由に可撤性補綴装置による補綴を希
望しなかった。また、同部位は左上第一大臼歯欠損の
ブリッジ支台として機能中に破折したため、患者は 2
歯欠損ブリッジ補綴に不安を訴えた。さらに欠損隣在
歯は動揺度 0 度、ポケット深度 2mm と状態良好であ
るが、歯冠歯根比が 1：1 と、2 歯欠損ブリッジ支台
としての予後に不安があるため、同部はインプラント
処置が適切と判断した。

図１：初診時パノラマ X 線写真

３．経過および考察

　2012 年 6 月 25 日 CT 画像より十分な骨質、骨量を
有することを確認。同年8月 1日 1%ディプリバン（プ
ロポフォール、アストラゼネカ、大阪）による静脈麻
酔下にて 1/8 万アドレナリン含有 2% リドカイン（キ
シロカイン、アストラゼネカ、大阪、日本）の局所麻
酔下で、1 回法にて手術を行った（図２）。生理食塩
水による冷却注水下にてメーカー指定の段階的拡大形
成を行い、第二小臼歯部にφ 3.8mm × 10mm、第一
大臼歯部にφ4.3mm×10mmの2ピース薄膜HAコー
トインプラント（山八歯材工業，蒲郡，日本）を埋
入した（図３）。Lekholm·&·Zarb による骨質分類は
Type·Ⅲ相当で最終埋入トルクは 20 〜 30Ncm であっ
た。高径5mmのヒーリングアバットメントを装着し、
3 針縫合し終刀とした（図４）。術後はセフカペンピ
ボキシル塩酸塩錠（沢井、大阪、日本）300mg、3 日、
ジクロフェナクナトリウム（ボルタレン，ノバルティ
スファーマ，バーゼル，スイス）25mg、·疼痛時 5 回
分の処方で術後管理を行った。術後疼痛のためジクロ
フェナクナトリウムを 2 回服用した他に有害事象は観
察されなかった（図５）。
　同年 10 月 29 日メーカー指定の手順でシリコーン印
象材（インプリント 3，3M，東京，日本）および個
人トレーを用いたピックアップ印象を行った（図 6 〜
8）。同年 12 月 18 日·アバットメントを 35Ncm のトル
クで締結し（図９）、連結メタルボンドクラウンを仮
着用セメント（ハイボンドテンポラリーセメントハー
ド，松風，京都，日本）にて装着した（図 10）。2013
年 3 月 25 日経過観察および X 線撮影を行った。骨吸
収等の異常所見は観察されなかった。
　治療中ならびに補綴後 3 ヶ月の経過観察期間中、有
害事象は観察されなかった。本症例においては、従来
のツーピースインプラントと同様の治療計画での処置
が可能であり 3）、操作性についても同等であった。今
後は被験者数を増加させ、長期予後に関するさらなる
検討を行うことが必要と考えられる。
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図２：欠損部顎堤術前

図３：埋入およびヒーリングアバットメント締結

図４：縫合

図５：術直後パノラマ X 線写真

図６：術後 3 ヶ月口腔内写真

図７：ピックアップコーピング締結



● 122

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：119 - 122, 2013.

図８：個人トレー試適

図９：最終アバットメント締結

図 10：最終補綴仮着
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抄　録

　本症例報告は、新規開発の薄膜 HA コーティングされたツー
ピースインプラントを患者に適用し経過観察を行い、操作性な
らびに安全性を評価することを目的とした。左上第二小臼歯、
第一大臼歯欠損による咀嚼困難を有する 64 歳女性患者が本研
究への参加を希望した。同患者は可撤性補綴物の違和感を理由
に固定性補綴物を希望した。静脈鎮静法と局所麻酔を併用し、
直径 3.8mm 骨内長 10mm、ならびに直径 4.3mm 骨内長 10mm
の薄膜 HA コーティングされたツ―ピースインプラントを埋
入した。高径 5mm のヒーリングアバットメントを締結した。
3 ヵ月後に、オープントレーならびにシリコーン印象材を用い
てピックアップ印象をおこない、メタルボンドクラウンを作製
し装着した。治療ならびに経過観察期間を通じ、合併症は観察
されなかった。また、本インプラントシステムは臨床的に有効
であり、操作性は他のツーピースインプラントシステムと同等
であった。
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●調査・アンケート

北海道医療大学歯学部第 5 学年の卒前教育における口腔インプラント
実習に対する学生アンケートの評価

松原　秀樹，仲西　康裕，建部　廣明，堤　浩一郎，仲西　和代，油井　知雄，
赤沼　正康，石川　昌洋，廣瀬　由紀人，白井　伸一，越智　守生

A dental student questionary survey in the oral implant training of the 
undergraduate program of fifth grade at the School of Dentistry, 

Health Sciences University of Hokkaido

Hideki Matsubara, Yasuhiro Nakanishi, Hiroaki Takebe, Kouichirou Tsutsumi, Kazuyo Nakanishi, 

Tomoo Yui, Masayoshi Akanuma, Masahiro Ishikawa, Yukito Hirose, Shinichi Shirai, Morio Ochi

　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
　Division·of·Fixed·Prosthodontics·and·Oral·Implantology,·Department·of·Oral·Rehabilitation.··School·of·Dentistry,·
　Health·Sciences·University·of·Hokkaido

Abstract

·In·the·School·of·Dentistry,·Health·Sciences·University·of·Hokkaido,·the·lecture·of·oral·implantology·have·been·
conducted·since·11·fiscal·year·(1999).·From·the·19·fiscal·year,·the·basic·training·of·oral·implant·newly·started·
for·the·student·of·the·3rd·grade·in·order·to·complement·the·knowledge·as·well·lecture·in·the·oral·implant.
·In·this·research,·a·questionnaire·survey·was·conducted·for·the·purpose·of·examination·and·an·improvement·of·
the·teaching·methods·of·oral·implant·training.·The·investigation·was·carried·out·by·the·questionnaire·about·an·
understanding·degree·of·the·implant·training·and·consciousness·for·students·who·have·taken·the·oral·implant·
basic·training·was·held·at·the·Health·Sciences·of·Hokkaido·in·during·the·22-24·fiscal·years,
·The·Visual·Analog·Scale·(VAS)·method·was·used·for·the·estimate·of·the·questionnaire.
Results·of·questionnaire·were·totaled·and·the·degree·of·comprehension·and·consciousness·of·oral·implant·
training·were·considered.
·In·the·result·of·questionnaire,·question·with·the·highest·score·was·“whether·to·think·that·the·demand·of·
implant·medical·treatment·will·increase·in·the·future”·.·In·the·step·of·a·series·of·implant·training,·there·were·
many·students·who·answered·that·implant·drilling·was·difficult.·Moreover,·the·satisfaction·of·the·oral·implant·
training·was·high.·The·oral·implant·training·in·the·5th·year·was·considered·to·contribute·for·recognizing·the·
importance·and·difficulty·of·the·oral·implant·treatment·and·for·improving·the·comprehension·of·the·knowledge·
of·oral·implant.·



● 124

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：123 - 126, 2013.

１．諸　言

　北海道医療大学歯学部では平成 11 年度から口腔イ
ンプラント学として講義を学生教育に導入してきた．
近年，口腔インプラント治療の普及に伴い，歯科医師
自身にも高度な知識と技術が必要とされてきている．
そこで本学では，平成 19 年度より第 3 学年，平成 22
年度より第 5 学年の学生に対して口腔インプラント基
礎実習を導入した．全国の口腔インプラント学に対す
る歯学教育の環境としては，平成 17·年に「よくわか
る口腔インプラント学」1）の出版や，『平成 19 年改訂
　歯科医学教授要項　歯科大学学長・歯学部長会議』2）

などにより学部生教育における口腔インプラント学の
一つの指針が示された．
　そこで，平成 19 年度から導入された本学の口腔イ
ンプラント実習の教育法の検討および改善を目的とし
てアンケートを行った．著者らは第 28 回日本歯科教
育学会において平成 19 年度のアンケート結果につい
て概要を発表した 3）．今回は平成 22 〜 24 年度の 3 年
間に本学で行われた第 5 学年の一連の口腔インプラン
ト実習の理解度および意識についてアンケート調査を
行い検討したので報告する．

２．方　法

　平成 22 〜 24 年度の本学第 5 学年の口腔インプラン
ト学実習を受講した学生のうちアンケート調査に同意
を得た学生を対象とした．第 5 学年では図１に示す通
り，口腔インプラント実習のステップとしては上部
構造の技工実習を行った．各年度の対象となった学
生のうちアンケートに同意を得られた学生数は，平
成 22 年度が 90 名，平成 23 年度が 70 名，平成 24 年
度が 82 名であった．アンケート調査は口腔インプラ
ント実習の受講後に行い，項目ごとにスケールを設け
Visual·Analog·Scale 法（以下，VAS 法）にて評価し
た．今回使用した VAS 法では最大スコアを 10 とし
て，これらより相対的にスコアを評価し各スコアの平
均値によりそれぞれを比較した（表１）．また，その
他に自由なコメントを書く項目を設けた．これらのア
ンケート結果を集計し，各年度における理解度および
意識について検討した．
　本学の口腔インプラント実習スケジュールを図１に
示す．本学の口腔インプラント実習の内容としては，
第 3 学年では診断用模型と個人トレー，CT 撮像用ス
テントの製作および外科用ステントへの改造，インプ
ラント埋入，縫合，最終印象採得，作業用模型の製作
といった内容で実習を行ってきた．さらに第 5 学年の
臨床実習では第 3 学年での実習の続きとして上部構造
のワックスアップから装着といった一連のステップを
学習している（図２）．実習形式としては第 3 学年で
は学年全体で実習を行っているのに対し，第 5 学年で
は 6 班に分かれた班編成により，ぞれぞれの担当教員
が班単位で実習を行っている．

表１：アンケートの項目

図１：本学における第 3 学年，第 5 学年の口腔インプラント実習スケジュール
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３．結　果

　アンケートの結果からすべての年度において「需要
が増えると思う」「インプラント導入したい」が高い
スコアを示した．「自分自身の欠損にインプラント治
療をする」が「自分自身の欠損にブリッジおよび義歯
にする」の項目と比較して高いスコアを示した．また，
｢インプラント治療は難しい治療だと思う｣，｢特殊な
治療だと思う｣の項目で高いスコアを示した．さらに，

「実習満足度」および「説明，指導が適切であった」が，
平成 22 〜 24 年度にかけて向上していた（図３）．

４．考　察

　すべての年度において「インプラントを導入した
い」，「将来インプラント治療の需要が増えると思いま
すか？」の質問が高いスコアを示したことは，学生自
身が口腔インプラント治療の重要性を認識しており，
積極的に口腔インプラント実習に取り組んでいたこと
が把握できた．また，「インプラント治療は難しい治
療だと思いますか？」や「インプラント治療は特殊な
治療だと思いますか？」の質問で高いスコアを示した
ことは，卒前教育において口腔インプラント実習を導
入することで，近年問題となってきている安易なイン
プラント治療の臨床への導入や未熟な技術の中での治
療といったことを未然に防ぐための良い機会となっ
たのではないかと考えられた．今回のアンケートでは
第 3 学年でのアンケートと同様な傾向がみられたが，本
実習を行うことで特に口腔インプラント治療の特殊性や
難しさを学生時代に経験できるため，将来的に治療へ
の安易で無謀な導入を防ぎ，口腔インプラント治療に対
する適切な卒後教育を経験してからの臨床への導入と
いった患者の安全および安心を優先した治療を行うた
めの取り組みへの導入として重要であったと考える．
　全国の歯学部教育において口腔インプラント実習を
卒前教育に導入した最初のモデルとして，平成 15 年
度からの福岡歯科大学歯学部の取り組みがみられた．
福岡歯科大学では第 5 学年を対象に 2 コマの基礎実習
を行っていた 5,·6）．本学では平成 19 年度から第 3 学年
の橋義歯補綴学実習において口腔インプラント実習を
行ってきた．第 3 学年ではインプラント体の埋入と作

図２：第 5 学年の実習ステップ

図３：アンケート結果
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業模型の製作までのステップを実習カリキュラムとし
ているが，その後のステップである上部構造の製作に
ついては臨床実習を行う第 5 学年で正式なカリキュラ
ムとして取り入れている．学生実習における口腔イン
プラント実習の報告としては奥羽大学の影山らの報告
7）や大阪大学の前田らの報告 8）がみられたが，いずれ
もインプラント体の埋入までの実習を行っていた．本
学では臨床基礎実習を一通り終えた第 5 学年で口腔イ
ンプラントの精密な技工操作および補綴処置を経験し
てもらうことは大変重要であると考え，臨床実習で連
結冠による全部鋳造冠の技工実習を取り入れた上部構
造の製作を行っている．今回のアンケートにおいて，
技工操作における難易度としては，第 3 学年における
アンケートとは異なりワックスアップが最も難しいこ
とが確認できた．第 3 学年時では単冠の全部鋳造冠を
経験した後に，口腔インプラント実習を行っているが，
そこではインプラント体のドリリングが最も難しいと
回答した学生が多かった 4）．しかし，第 5 学年ではよ
り精密な操作が要求されるインプラント技工でのワッ
クスアップが難しいと回答した学生が多かった．これ
は，ワックスアップの過程で，2 本のインプラント体
を連結固定するといった過程や一度連結部を切断して
パターンレジンで再度連結するといった応力の開放や
材料の収縮による寸法変化の最小化といった従来の実
習よりも精密な技工操作が要求されたことによるもの
であると考えられた．
　口腔インプラント実習を行うにあたり，第 5 学年は
臨床実習が開始され他科との関連性を学ぶ上でも大変
重要な時期である．他科との連携やチーム医療の重要
性といったことを学ぶのにも適した時期であると考え
られた．

５．結　論

　本学の第 5 学年における口腔インプラント実習は，
学生の口腔インプラントに対する知識の理解度の向
上，および口腔インプラント治療の重要性と難しさを
認識することに貢献していると考えられた．
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抄　録

　北海道医療大学歯学部では平成 11 年度より口腔インプラン
ト学講義を開始した．平成 19 年度からはこれまでの講義のみ
の口腔インプラントにおける知識を補完するために，歯学部第
3 学年の学生に対して口腔インプラント基礎実習を開始した．
　本論文は，平成 22 〜 24 年度の 3 年間に本学で行われた口
腔インプラント基礎実習を受講した学生に対し，インプラン
ト実習の理解度および意識についてアンケート調査を実施し．
Visual·Analog·Scale（VAS）法にて評価した．
　その結果，「将来インプラント治療の需要が増えると思いま
すか？」の質問が最も高いスコアを示した．一連のインプラン
ト実習のステップの中ではインプラント埋入（ドリリング）が
難しいと答えた学生が多かった．口腔インプラント実習に対す
る満足は高かった．卒前教育の一環として第 5 学年における口
腔インプラント実習は，学生の口腔インプラントに対する知識
の理解度の向上および口腔インプラント治療の重要性と難しさ
を認識することに貢献していると考えられた．
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●基礎講座

インプラント周辺の海綿骨骨梁
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Cancellous trabecular bone around dental implants
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　元松本歯科大学解剖学教室教授
　Former·Professor·of·Department·of·Anatomy,·Matsumoto·Dental·University

１．はじめに

　インプラント治療は口腔機能を回復するための重要
な治療法の一つとして 1960 年ころから普及し 1980 年
代からチタン製の歯根型インプラントが我が国にも出
現し急速に発展するようになった。
　骨内インプラントでは、インプラントフィクス
チャー周囲はこれに密接する骨組織で囲まれ、支持・
固定されることが基本で重要なことである。これを保
つため古くからインプラント材料、形態や表面処理に
ついて検討・改善され今日に至っている。
　本稿ではインプラントの成功に大きく関係するイン
プラント周辺の骨組織、特に海綿骨骨梁について述べ
る。

２．咬合力の分散と骨梁

　天然歯は歯根膜を介して顎骨内に植立しているため
に咬合による荷重負荷は応力となって歯根膜を通して
顎骨内に物理刺激として伝達されている。歯根膜によ
り応力は分散・軽減されるとともに歯根周囲の骨組織
にリモデリングを起こさせる。しかし咬合による荷重
を粘膜負担で受けている床義歯では分散と応力刺激の
軽減は難しい。固定性も悪い。これにより天然歯の欠
損部補綴治療ではインプラントがなされることが多く
なってきた。

　インプラントフィクスチャー周囲に骨組織が線維性
結合組織の介在なしで直接接着・結合しているインプ
ラント体ではこれに加わる荷重による応力はまずフィ
クスチャー周囲の皮質骨組織に伝わり、さらに海綿骨
を造る骨梁を通して顎骨内に分散する。このような状
況から、咬合応力の分散と骨組織のリモデリングを期
待してインプラント治療が進められるようになってき
た。
　インプラント埋入後、健全な状態で咀嚼・咬合によ
り長期間負荷が加えられるとフィクスチャー周囲の骨
組織はリモデリングを繰り返しつつ、インプラント体
は顎骨内で支持・固定される。特にインプラント体に
加わる負荷は応力となって皮質骨や海綿骨骨梁に伝わ
り、骨梁の走行や骨梁網は応力の伝達・分散に沿った
状態を示すようになると考えられる。この推測を基に
Ｘ線像を中心に骨梁網の状況と骨梁の走行について観
察を行った。

３．骨梁の観察

　骨梁網の状態やフィクスチャー周囲の骨梁の走行に
ついて下顎骨割断標本とＸ線像により観察し、咬合な
どによる骨梁の力学的対応について検索・推測を行っ
た。さらに状況の推測に当たっては、健全下顎骨の割
断標本とＸ線像により比較・対象とした。
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１）有歯部と無歯部の骨梁
　健全下顎骨臼歯部（有歯部）の骨梁網をＸ線像でみ
ると、歯根側方では骨梁の多くは水平に走行する骨梁
で骨梁網を形成し、根尖部では根尖を中心に放射状に
下垂する骨梁像がみられる（図 1-1）。一方、無歯顎の
長期間粘膜負担の床義歯装着例では骨梁網は不規則で
細かな骨梁網となっている（図 1-2）。

２）有歯下顎骨割断標本
　有歯下顎骨割断標本にて臼歯部の骨梁の走行をみる
と、歯根側方では水平に走行する骨梁を主とする細か
な骨梁網が見られ、根尖部では根尖を中心に放射状に
下垂する太い骨梁が見られる（図 2-1）。この下垂する
太い骨梁先端は下顎管上壁や下顎底部皮質骨内壁にま
で伸びている。頬舌的割断標本ではこのように走行す

る骨梁網が著明に観察される（図 2-2）。この状態の骨
梁網をＸ線像で観察すると歯根近・遠心側ではやや水
平に拡がる細かな骨梁網が見られ、根尖部では根尖を
中心に放射状に下垂する骨梁像が観察される。

　インプラントを埋入し、長期間咬合などの機能を加
えた試料のＸ線像を観察すると、槽間中隔では歯根側
方水平に拡がる細かな骨梁網像が見られ、根尖部では
やや遠心方向に流れる。

３）インプラント形状による骨梁の違い
　インプラント体の形態や材質によりフィクスチャー
周辺の骨梁の走行や配列に若干違いがある。特に、板
状（Blade-vent 型）と歯根・円筒型とでは著明な相

図 1-1：有歯部の骨梁像

図 1-2：無歯部の骨梁像

図 2-1：有歯下顎骨割断標本

図 2-2：頬舌的割断標本
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違が見られる（図 3-1,·3-2,·3-3）。Blade-vent 型ではフィ
クスチャーの近・遠心側に水平に走行する細かな骨梁
が見られベント内では不規則な網状の骨梁網が観察さ
れる。また、脚それぞれの先端では下垂するやや太い
骨梁が著明に見られる。ショルダー上方部では微細な
骨梁で造られた骨梁網が見られるが、ショルダーの近・
遠心隅角部これに接触する骨梁は見られず、Ｘ線透過
像が観察される（図 3-1）。Cylinder 型（歯根型）イ
ンプラント体はフィクスチャーでは尖端を中心として
細い骨梁が束状となり放射状に下垂する像が著明に見
られる。また、フィクスチャー側面では太い骨梁が水
平に走行する像が見られる（図 3-2）。図 3-3 は円筒型
インプラントである。

４）インプラントフィクスチャーを囲む骨梁網

　破折した HA セラミックインプラントの場合では
インプラント周囲は細かな骨梁像で包まれて、骨梁の
一定の走行は見られない（図４の右）。しかし、咬合
機能を加えた場合には先端部に数条の下垂する骨梁像
が見られる（図４の左）。これは、試料に負荷を加え
たか否かの相違とみられる。
　シリンダースクリュー型インプラントを上部構造物
で連結植立し、咬合機能を加え 4 ヵ年経過した症例を
見ると、フィクスチャー尖端には下垂する骨梁像が見
られるとともに、下端 3 分の 1 部は粗造な骨梁網で包
まれている。また、上半部では太い骨梁網がフィクス
チャーに密接している（図５）。

図 3-1：ブレード型

図 3-2：シリンダー型

図 3-3：円筒型

図４：HA セラミックインプラント
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図 6-1：Screwtap·System·Implant（1 年後）

図 6-2：Screwtap·System·Implant（拡大写真）

　Screwtap·System·Implant を下顎小臼歯部に植立し
た 1 ヵ年後ではフィクスチャー周囲はやや太い骨梁か
ら造られる粗造な骨梁網で囲まれる（図 6-1）。
　スクリュー部を拡大して観察するとスクリューピッ
チ尖端に続き水平に走る骨梁が見られる。また、一部
個所ではピッチ尖端に骨吸収像も見られ、強い応力集
中が加わったためのＸ線透過像と思われる（図 6-2）。

図５：4 年後のフィクスチャー下部にみられる骨梁像

　同じ Screwtap·System·Implant を植立し、架橋義
歯を装着、隣在歯と連結・固定すると、8 ヵ月後で
フィクスチャー周囲に水平に走行する骨梁を含めた骨
梁網が見られる。また、このインプラントフィクス
チャー尖端には数条の下垂する骨梁が著明に見られる

（図 7-1　8 か月と図 7-2　4 年経過）。

　インプラントフィクスチャー周辺骨梁のリモデリン
グは術後 3 ヵ月後頃より開始され、健全な咬合機能を
連続的に加えると術後 6 ヵ月から 1 ヵ年経過後では
骨梁の走行は負荷応力の走りに対応するようになる。
4 ヵ年程機能したインプラントフィクスチャー周辺の
骨梁網に統合される（図8-1　3か月後 ,·図 8-2　1年後，
図 8-3　4 年後）。

図 7-1：8 か月　　　　　　　　　　図 7-2：4 年後
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４．考　察

　フィクスチャー周辺の骨組織のリモデリングは、破
骨細胞と骨芽細胞が主役となって進んでいく。応力集
中や大きな荷重が加わるとその応力が刺激となり、そ
の部位の骨梁の表面やフィクスチャーと骨組織との界
面で破骨細胞が活性化され骨吸収が始まる。その後、
骨吸収部位付近の骨組織に近接する骨芽細胞が再び活
性化されて骨形成期に入る。この過程を経て吸収部周
辺は、荷重による応力伝導に沿う骨梁に沿って骨組織
の形成・増生が起こる 1,·2,·3）。こうして状況に適応した
状態にリモデリングされる（Wolff の法則）4）。この法
則については未だ十分には解っていない。強度の負荷
が加わる部位（四肢骨の骨端部や椎骨椎体）の健全な
海綿骨骨梁網の構造と骨梁の走行は力学的側面に対応
した状態となっている。この様な骨梁の構築の力学的
対応について Huiskes 等はバイオメカニズムとして
説明している 5,·6）。
　インプラントフィクスチャーの周りの力学的環境が
確定するとその力学的状況に対応して骨梁網や骨梁の
走行が最適状態で収斂する。
　咬合により常に負荷が加わる歯根やインプラント
フィクスチャー周囲で骨梁網の形態や骨梁の走行は，
応力に対応した状態となっている。とくにこの状態は
下顎臼歯部で顕著にみられる。この様な骨梁網の構築
や骨梁の走行は力学的刺激によるリモデリングの結果
と考えられる。
　このことからフィクスチャー周辺の骨梁をエックス
線像で観察することは，その部位の咬合状態やインプ
ラントの機能状態が推測される。

５．結　論

　インプラントフィクスチャー周辺の骨梁は、顎骨植
立後、健全な咬合機能を加えると、3 ヵ月頃より骨梁
のリモデリングが開始され、骨梁の走行は応力伝播に
対応する走行・配列をするようになる。この状況を早
く獲得することがインプラントの成功に結び付く。し
たがって，デンタルＸ線観察などにてこの状況を観察
することは術後メンテナンスで重要なことである。

図 8-1：3 か月後

図 8-2：1 年後

図 8-3：4 年後
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　近年インプラント治療に起因する下歯槽神経麻痺、
術後出血や術後感染によるトラブルによって、インプ
ラントに対する信頼が損なわれているとの報道が多
い。インプラント治療は歯科医学の総合的な知識と技
術を結集した医療であるが、あくまで外科治療の一環
であり、その原則が軽んじられると大きな失敗に繫が
る。ここではインプラント治療における外科の基本に
ついて前編、後編に分けて述べる。

１．口腔領域の手術計画を立てる際の基本原則

　口腔領域の手術計画を立てる際には局所解剖、原因
疾患と手術のタイプ、手術侵襲の程度、患者の全身状
態を考える（図１）。また手術に際しては、術後の創
傷治癒を考慮して適正な手術手技に徹することが必要
である。
　歯科インプラント手術を行うに当たっては、局所解
剖については、上顎骨の歯槽突起と上顎洞の関係、下
顎骨の歯槽部と下歯槽神経動静脈との関係などが三次
元的に把握されていなければならない。
　手術の目的は咬合・咀嚼機能の再建で、手術は主に
骨膜下で行われる骨に対する手術である。
　手術の生体に対する侵襲は小さいが、代謝異常や特
殊な投薬を受けている患者には注意を要する。また中
年以降の高齢者に対して行われることが多い。
　術後の創傷治癒に関しては、インプラントという“非
自己”を口腔内に完全閉鎖できない状態で埋入するの

で、一般の口腔外科手術に較べて特殊な状態であるこ
とを理解する必要がある。

２．インプラント手術における創傷治癒

１）インプラントは口腔粘膜を貫いて体外（口腔内）
　　と交通している
　生体内環境は上皮で覆われることによって外部環
境から保護されている。現在世界で用いられてい
る歯科インプラントはチタン合金あるいはチタン

·１．局地解剖を熟知すること
·２．原因疾患と手術のタイプ
　１）骨折，顎変形症：主に骨膜下の骨の手術
　２）良性腫瘍，嚢胞：主に局所のみの手術
　３）悪性腫瘍　　　：周囲の健常組織を含めた切除
　４）膿瘍，蜂窩織炎：切開，排膿処置
·３．手術侵襲の程度
　１）手術時間
　２）出血量
　３）手術創の大きさ
·４．患者の全身状態
　１）患者の年齢
　２）栄養の状態
　３）疾患（systemic·disease）の有無

図１：口腔領域の手術計画を立てる際の基本
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合金にハイドロキシアパタイト（以後 HA）をコー
テイングしたもので、オッセオインテグレーショ
ン（osseointegration）とバイオインテグレーション

（biointegration）の違いはあるにしても顎骨（歯槽骨）
と強固に結合する。しかしながらインプラントは図２

（a：天然歯，b：インプラント）に示すように、口腔
粘膜上皮を貫いて口腔内に露出していて、常に体外か
らの侵害刺激に曝されている。同じように体内から体
外へ崩出している天然歯においては、歯面と接触する
附着上皮は、ラミニンなどの接着蛋白を作り、エナメ
ル質とデスモゾーム結合により強固に結合していて、
外部環境からの侵害物質（細菌も含む）の侵入を防い
でいる。これに対してインプラントと接触するのは角
化粘膜上皮で、インプラントと結合して外部環境から
の影響を封鎖するような機構は存在しない。

２）インプラントと接触する組織の界面は常に変化し
　　ている。
　インプラントと生体の間には上皮界面、結合織界面、
骨界面がある。上皮界面においてはインプラントと上
皮の間に隙間が出来ないように上皮細胞は常に増殖を
続けるが、この増殖は加齢とともに減弱し、粘膜は非
薄化する。結合織界面はインプラントと上皮の間隙か
ら侵入する細菌や侵害性刺激に対する防御反応の場で
ある。しかし代謝障害や免疫不全を来す疾患によって
抵抗力は減弱する。
　骨界面においては、インプラントとの間 に

osseointegration が得られても、骨組織は代謝を続け
ていて，常に新しい骨に入れ替わっている。インプラ
ントに加わる過剰な負担、インプラント周囲炎、全身
的な骨代謝障害や加齢変化によって、一旦獲得した
osseointegration が消失する可能性もある。
　このように、生体内から体外に貫通する形で埋入す
るインプラントには、多くの問題があることをしっか
り理解し、術後のメンテナンスも含めてインプラント
治療の実態を熟知した上で、インプラント治療を安全
確実に実施する必要がある。

３）インプラント手術後の治癒機転
　生体組織が損傷を受けると、図３のインプラント手
術後の治癒機転に示すように、まず炎症反応が現れ
る。これは”炎症・破壊相”と呼ばれ、生体の防御

反応であるとともに、損傷部の
壊死組織や異物（細菌も）を取
り除き次の”増殖相”への移行
を円滑に行わせるための反応で
ある。増殖相では再生肉芽が増
殖し、組織の連続性が回復する。
この肉芽が“成熟相”を経て線
維組織や骨組織に成熟し治癒に
至る。しかしながら壊死組織や
異物や細菌感染があると、炎症・
破壊相は遷延し、増殖相への移
行が遅れることになる。
　外科手術は科学的な管理下に
おいて生体に外傷を与える行為
である。すなわち、手術野に細

菌や異物が混入しない環境で、壊死組織や血腫が出来
ないような的確で侵襲の少ない手術と術後管理を行
い、慢性炎症へ移行させないことが肝要である。
　インプラントは口腔粘膜を貫いて植立されるので、
創傷治癒にとっては条件の悪い手術である。したがっ
て術前に創傷治癒の障害となる因子は全てチェックし
ておく必要がある。糖尿病や骨粗鬆症などの代謝障害、
貧血や低タンパク症の有無とその程度などを検査し、
必要によっては術前に治療するか、手術を中止する。
また患者の口腔衛生状態や咬合状態を精査し、最適な
インプラントシステムと手術術式を選択する。
　インプラント埋入手術においては、壊死組織が出来

　　··図２：インプラントと口腔粘膜
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ないように切開、粘膜骨膜弁の翻転、歯槽骨の切削を
安全かつ的確に行い、反応性炎症を最小限度に押さえ、
成熟相までストレートに進行するよう心がける必要が
ある。さらに、手術の結果が良好であっても、口腔粘
膜を貫いているインプラントの周囲には、たとえ狭い
範囲に限局しているとしても慢性炎症が存続している
ので、常に急性転化の危険をはらんでいることを忘れ
てはならない。

３．インプラント治療の成功にとって特に障害と
　　なる全身的因子

　インプラント治療の成功の妨げとなる因子は図４の
ように全身的因子と局所的因子があるが、いずれも「易
感染性」か「過重負担」のいずれか、あるいはそれら
の混合である。術前に感染を来しやすい因子あるいは
過重負担を招く因子（咬合要素、習慣要素）を明確に
する必要がある。ここでは臨床で遭遇することの多い
全身疾患とその病態について述べる。

１）糖尿病
　糖尿病はインスリンが不足することによって生じる
糖代謝異常で、グルコースの利用効率が低下するため
に全身のエネルギーが不足して各細胞や臓器に障害が
生じる。まず微小血管の障害が発現し、組織・臓器の
低酸素状態が生じ、さらに好中球の機能も低下するた

め感染防衛力が低下し、創傷治癒は遅延する。一般に
コントロールされていない患者に生じる創傷治癒不全
はインプラント手術においても見られ、感染を招き失
敗に繫がることが多い。さらに、メンテナンス中に糖
尿病を発症すると、インプラント周囲炎を繰り返すよ
うになり、インプラントの存続に大きな影響を及ぼす
ことになる。また糖尿病においては骨芽細胞の数や機
能を低下させ、さらに尿中に排泄される糖と共にも
Ca 排泄量も増加し、Ca バランスは負となる。そのた
め二次的に副甲状腺ホルモンの分泌が増加し、結果的
に骨吸収が亢進する。したがってインプラント治療に
おいて糖尿病は軟組織の創傷治癒不全ばかりか、骨の
治癒やオッセオインテグレーションにとってもリスク
の高い疾患である。
　通常、空腹時 HbAlc：6.5%（JDS 値）以下、空腹
時血糖 140mg ／ dl 以下、ケトン体（－）程度にコン
トロールされていればインプラント埋入手術を行うこ
とは問題ない。しかしながらインプラント治療を行っ
た後でも、糖尿病が悪化してインプラントが危険に曝
されないよう、慎重な経過観察が必要である。

２）貧血
　貧血の原因は赤血球の産生低下、赤血球の破壊亢進、
失血であるが、通常問題となるのは赤血球の産生低下
である。これには骨髄に問題のある再生不良性貧血と
赤血球の成熟に必要なビタミン B12 や葉酸の欠乏によ
る悪性貧血と、ヘモグロビンの合成に必要な鉄分が不
足する鉄欠乏性貧血がある。
　貧血においては酸素の運搬能力が低下し、低酸素状
態は創傷治癒を遅延させ、局所の免疫力の低下も相
まって感染を受けやすくなる。貧血のある患者に対し
てはその原因を追及し、その治療を優先すべきである。

　　 図３：炎症総論から見たインプラント手術後の治癒機転

　  図４：インプラント治療にとって障害となる因子
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通常、Hb が 10mg ／ dl 未満であればインプラント埋
入手術は延期して、貧血の改善を待ってからインプラ
ント治療を開始する。

３）骨粗鬆症
　顎骨に埋入されたインプラントが完全に骨に固定さ
れるために重要なことは、十分な初期固定とその後に
起こるオッセオインテグレーションである。インプラ
ントの初期固定力は、主として埋入部位の骨質と骨量
によって決まるため、骨粗鬆症による骨密度の低下や
骨質の劣化があれば初期固定は不十分となる。さらに、
オッセオインテグレーションは新生骨によって骨とイ
ンプラントが密に結合することであるが、この結合が
永続することが肝要である。インプラント周囲の骨は
代謝し常に新しい骨に置き換わっているため、正常な
リモデリングが行わなければオッセオインテグレー
ションは破綻する。正常なリモデリングが行われない
代表的な疾患が骨粗鬆症である。
　インプラント治療を始める前に骨粗鬆症の有無を
チェックするため骨密度の測定は必須である。また、
骨密度には異常は見られないが、将来、骨粗鬆症が発
生する可能性の予測、あるいは潜在的な骨粗鬆症を発
見するためには、骨代謝マーカーの測定が有効である。

４）ビスフォスフォネート（BP 製剤）の投薬
　ビスフォスフォネートは悪性腫瘍の骨転移に伴う高
カルシウム血症、あるいは骨粗鬆症の治療薬として多
くの患者に用いられ、臨床的にも有効性の高い薬剤
である。通常、注射用 BP 製剤は悪性腫瘍患者に、経
口用 BP 製剤は骨粗鬆症患者に用いられることが多
い。しかしながら、BP 系薬剤を投与されている患者
において、歯科治療を契機として BP 系薬剤関連顎
骨壊死（Bisphosphonate-related·osteonecrosis·of·the·
jaws：BRONJ）の発症が大きな問題となっている。
BRONJ は顎骨のみに発症し、多くは抜歯やインプラ
ント手術などの顎骨に侵襲がおよぶ観血的処置を契機
として発症し、極めて難治性で、治療法も確立して
いない。BRONJ に関するポジションペーパーによれ
ば、本症の発現には顎骨の特殊性が関係していると推
察される。これによれば、インプラント埋入手術によ
る顎骨への侵襲に加えて、インプラントには天然歯の
ような上皮付着機構が欠如しているため、外部環境と

内部環境の遮断が不完全であることも、さらにリスク
を高めていると考えられる。したがって抜歯時とは異
なり、BP 系薬剤の投与を受けている患者のインプラ
ント治療ばかりでなく、インプラント治療を行った後
から BP 系薬剤の投与が始まった患者においても常に
BRONJ の危険があると考えられる。
　BP 系薬剤を投与されている患者にインプラント治
療を行う際には、BP 系薬剤を処方している医師と密
接な連携をとり、慎重な手術、厳密なメンテナンスの
対応が必要である。さらに、将来おこりえる BRONJ
の可能性についても十分なインフォームドコンセント
がなされなければならない。

４．創傷治癒から見たインプラント外科の基本

１）手術器具の選択とその使い方
　口腔外科手術に使用される手術器具・手術器材は多
種多様であるが、その中でインプラント外科手術に使
用される器具・器材は限られている。それらの使用法
の基本について述べる。
　（1）手術刀（メス）（図５〜７）
　　·　皮膚、粘膜など軟組織の切開に用いられる。円

刃刀（N010､No15）、尖刃刀（No11）、弯刃刀（No12）
の三種がある。インプラント手術でおもに使用す
るのは No15 および No15c の小型の円刃刀で、刃
部の膨らんだ部分を骨面に押しつけて骨膜を切開
しても切れ味が衰えない。また歯頸部に沿った切
開や大臼歯遠心部の小切開には No12、ないしは
No12D の弯刃刀が用いられる。メスは執筆状に
把持し、粘膜および骨膜に対して直角に、骨膜ま
で一太刀で切開する（図７）。骨膜が完全に切れ
ていないと、粘膜骨膜弁を翻転する際に骨膜が裂
けてしまう。
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　（2）剪刀（ハサミ）（図８〜 10）
　　·　軟組織の剥離や切離に用いられる剥離剪刀と、

縫合糸を切るのに用いられる糸切り剪刀がある。
　　·　剥離剪刀は薄刃で繊細な組織の剥離に用いるタ

イプと、やや厚手で器質化した組織に用いるタイ
プに大別されるが、切離する組織の形状に応じて
使い分ける。インプラント外科では小型（長さ
12 〜 14㎝）で薄手の剥離剪刀が用いられる。図
９に示すようにハサミの指輪に拇指と薬指を入
れ、中指と小指は薬指が入っている指輪にあてが
い、示指は伸ばしてハサミの関節部の手前の脚に
あてがう。ここで中指の末節を強く屈折させて薬
師の入った指輪を固定すると、ハサミの微妙な動
きを調節することが出来る。また伸ばした示指の
先端でハサミの先端にかかる圧力を調節しなが
ら、示指の先端がハサミの先端になるような感覚
を会得する。剥離剪刀には組織の切断と組織の剥
離の機能があり、これを有効に活用しながら速や
かに、かつ確実に手術を進行することが出来る。
なお、剥離剪刀で糸切りをしてはならない。

　　·　糸切り剪刀は図 10 のように、ハサミを結紮糸
に沿わせて結び目までおろし、結び目に突き当
たったら、そこで所定の糸端の長さになるように
ハサミを傾けて縫合糸を切断する。

　  図５：手術刀（メス）

　　図７：メスによる切開法

　  図６：メスの把持法、円刃刀による皮膚切開法
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　（3）ピンセット（図 11）
　　·　有鈎ピンセットと無鈎ピンセットがあり、大き

さも形も様々であるが、インプラント外科では（口
腔外科一般）では McAndo 型と Adoson 型が目
的に応じて用いられる。なお、粘膜など繊細の組
織を傷つけずしっかり把握する目的で先端に多数
の細かな歯を有する Graefe ピンセットも用いら
れる。

　　　　　図８：剪刀（ハサミ）

　　　図９：剪刀の正しい持ち方と使い方

　　　図 10：糸きりにおける剪刀の使い方

　　　図 11：組織鑷子（ピンセット）
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　（4）鉗子（図 12）
　　·　Kocher 鉗子など有鈎の組織把持鉗子、Pean 鉗

子など無鈎の止血鉗子など大きさも形も種々ある
が、インプラント外科では Pean 鉗子とサイズの
小さな Mosqiuto 鉗子が用いられる。形態は直と
曲があり、目的によって使い分ける。

　（5）骨膜起子と骨膜剥離子（図 13,·14）
　　·　骨膜起子は腱の付着のない部位の骨膜を剥離す

るための用具で、骨膜剥離子は腱が付着している
部位の骨膜を剥離する用具でブレードが付いてい
るので切れ味が良い。様々な形態と大きさの剥離
子が市販されているが、インプラント手術におい
ては比較的小さなプラップの形成が主体であるた
め、大形のものは使用しにくい。また確実に骨と
骨膜の間に挿入できる、先端が薄く鋭利なタイプ
ノものが望ましい。骨膜には骨と接する面に造骨
能力があるので、決して骨膜の内面を傷つけて
はならない。粘膜骨膜弁の剥離に際しては、図
14､ 15 に示すように剥離子のブレードをしっか
り骨面に押しつけて剥離を進める。

　　　　　図 12：止血鉗子
　　　図 13：骨膜起子と骨膜剥離子

　  図 14：骨膜剥離子の正しい使い方
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　（6）鋭匙と骨鉗子（図 15,·16）
　　·　不良肉芽や嚢胞の掻爬に用いられる。いろいろ

な大きさと形のものがあるが、インプラント外科
では歯科用の両頭鋭匙が使いやすい。ただし、鋭
匙部の陷凹は深すぎず、ブレードは鋭いものがよ
い。使用法は図 17 に示すように、まずブレード
で骨面（歯面）から不良肉芽を切り離し、次いで
剥離した不良肉芽を匙の面で掬い取る。

　　·　骨鉗子は骨の鋭縁や突起を除去するのに用いら
れる。口腔内で使いやすいのは Luer 型の骨鉗子
で、サイズは小型のものが使いやすい。

　（7）骨ノミとマレット（図 18）
　　·　骨ノミは骨の削除や分割に用いられる。様々の

種類があるが大別して丸ノミ、角ノミ、平ノミが
ある。丸ノミは丸くカーブを付けて骨を削る際に
用いられる、片刃の角ノミは骨を平に削る際に用
いられ、平ノミは顎骨の分割の際に用いられる。
なお、平ノミにはインプラント手術に用いられる、
小型で繊細な歯槽用骨ノミがある。

　　·　マレットは骨ノミを槌打する器具で、木槌と槌
打面がテフロン樹脂になっている金属槌もある。
金属槌は衝撃を強く感じるので、意識下の手術で
は木槌を使う方がよい。

　（8）骨バーとドリル（図 19）
　　·　いろいろな大きさのラウンドハー、骨に溝を掘

るいろいろな太さのフィッシャーバ、インプラン
ト埋入窩を形成する種々な形と太さのドリルが必
要である。バーやドリルは骨の火傷を起こさない
ためには、良く切れる物が必要である。

　（9）持針器（図 20,·21）
　　·　持針器には多くの種類があるが、Hegar 型と

Matheu 型に大別される。そのほかマイクロサー
ジャリーに用いられる Castroviejo 型がある。

　　·　Hegar 型は止血鉗子と同じく指を通す輪とロッ
ク機構をもち、内面には縫合針の滑り止めとして
ダイアモンドチップが付いている。先端が細く
口腔内の手術に適している。また縫合針付き無
傷針を用いて器械結びを行うのにも適している。
Hegar 型持針器の正しい持ち方と使い方は図 21
に示すように、持針器の指輪に拇指と薬指を入れ、
中指と小指は薬指を入れている指輪に添え、示指
は伸ばして関節部手前の脚にあてがう。縫合針を

　　　　　図 15：鋭匙と骨鉗子

　　　図 16：鋭匙、粘膜剥離子、Beyer 型骨鉗子
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　　図 17：鋭匙の使い方

　　  図 18：骨ノミとマレット

··図 19：骨バーとドリル

　　　　  図 20：持針器

　　図 21：持針器の正しい持ち方

把持する時は拇指と薬指を握ってロックし、縫合
針を離す時は拇指を押して薬指を握るようにして
とロックを解除する。

　　·　Matheu 型は把柄部を握り込むことによって
ロックを解除できるので初心者には使いやすい
が、口腔内の細かな作業には不向きである。

　　·　Castroviejo 型は 6-0 より細い糸付き無傷針を
使って、さらに細かな作業に用いられる。
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　（10）縫合針（図 22,·23）
　　·　縫合針は体部や針先の形状、大きさ、縫合糸

固定部の形状などにより多くの種類がある。体
部の形状では直針と弯針、さらに弯針では half-
curved、弱弯、強弯、釣り針に分けられる。針
先の形状では丸針と角針（triangular、cutting、
trocar）がある。縫合糸との関係では後端に弾機
孔のあるものと縫合針後端に縫合糸が固定されて
いる無傷針がある。

　　·　縫合針のサイズと弯曲の強さは、縫合する部位
のスペースの広さと凹凸の状態に応じて選択され
る（図 23）。また針先の形状については縫合する
組織の堅さや強度に応じて選択される。口底粘膜
など軟らかく裂けやすい部位には丸針を、堅い角
化粘膜には角針を用いる。 　（11）縫合糸の種類と規格（表１）

　　·　縫合糸の種類とサイズは表１に示すように多
く、縫合する目的と部位によって選択される。い
ずれも組織反応が少なく感染、発がん性、アレル
ゲンのないことが要求される。

　　·　縫合糸の種類については、インプラント外科に
おいては組織内の埋没縫合を行う機会が少ないこ
とから、しなやかで操作性の良いゴアテックス糸
が用いられている。

　　·　縫合糸のサイズについて米国では USP スタン
ダードで太い順から 7（直径 900µ）〜 1（直径
400µ）、1 － 0（直径 350µ）〜 12 － 0（直径 9µ）
と決められている。わが国では JIS 規格で太い順
から 10 〜 1 号まで決められており、10 号は USP
の 6、1 号は 5 － 1 に相当する。

２）インプラント埋入手術
　インプラント埋入手術においては次の 4 つの原則に
従う。
　（1）粘膜切開と粘膜骨膜弁の剥離
　　①粘膜骨膜弁の基底を広くする
　　　·　骨膜も含めて歯肉と歯槽粘膜の血行はランダ

ムパターンであるため、粘膜骨膜弁の血行を良
好に保つためには、粘膜骨膜弁の基底を広くす
る。

　　②切開線の位置を考える
　　　·　全身的に創傷治癒の障害となるような疾患が

ない患者においては、1 回法でも、2 回法でも

　　  図 22：縫合針

図 23：·縫合針のサイズと弯曲の強さは、縫合する部位のスペースの広さと
凹凸の状況に応じて選択される。
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表１：縫合糸の種類と規格
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角化粘膜の厚い歯槽頂切開で問題はない。これ
は“切開線は骨欠損部の上に設定してはならな
い”という外科手術の原則から外れるが、イン
プラント外科においては角化歯肉の保存やア
バットメントの露出方向が優先される。創傷治
癒障害の可能性がある患者においては、歯槽頂
切開ではなく唇頬側ないしは舌側寄りに切開線
を設定し、2 回法でインプラントを埋入する。

　　③充分な視野を確保する
　　　·　手術を安全・確実に行うためには明視野の下

で手術操作を行う必要がある。歯槽頂切開や歯
頸部切開で充分な視野が得られない場合は、縦
切開が必要である。縦切開は角化粘膜の厚い部
分や粘膜骨膜弁の遠心部に設定すると瘢痕が目
立たない。近年、minimal· intervention という
ことで取り入れられている“フラップレスイン
プラント埋入術”は、3 次元シュミレーション
システムとサージカルガイドの活用を前提とし
たもので、これらのシステムが正しく活用され
ないと大事故に繫がる危険を孕んでいる。

　　④翻転した粘膜骨膜弁を確実に縫合閉鎖できる。
　　　·　翻転した粘膜骨膜弁が確実に縫合閉鎖できる

位置に切開線を設定し、確実に創を縫合閉鎖す
る。万一、縫合部が哆開すると感染を来してイ
ンプラント手術は失敗する可能性が高い。

　（2）インプラント埋入窩の形成
　　·　サージカルガイドプレートに従って、予定した

部位および方向にインプラント埋入窩を形成す
る。その際、最も重要なことは骨に火傷を起こさ
ないことである。そのためには①低速・高トルク
エンジンを使用し、②十分な注水下に、③切れ味
の良いバーを用いて、④熱を出さないように作業
を進める。骨火傷の部分が出来ると、その部位の
骨細胞は死滅して骨基質は変質して吸収されてし
まうので、初期固定は不可能となり、インプラン
トは成立しない。たとえ火傷が一部分に限局して
いてとにかく初期固定が得られたとしても、壊死
骨が吸収されるまで新生骨の形成は開始されない
のでオッセオインテグレーションは著しく遅延す
る。

　　·　ここで、チタン合金のインプラントとチタン合
金の表面にHAコーチングしたインプラントの違

いを理解しておく必要がある。HA コーテイング
されてないインプラントと骨はしっかり密着し、
この状態を osseointegration とよぶ。これに対
して HA コーテイングされたインプラントでは、
速やかに HA 表面に新生骨が形成されインプラ
ントと骨が結合し、この状態を biointeguration
と呼ぶ。

　　·　HA は生体内ではわずかに溶解するので、HA
コーテイングの薄いインプラントではやがて
osseointeguration に移行し安定する。強固な初
期固定が望めない症例で HA はコーテイングさ
れたインプラントが有利と言える。

　（3）創の縫合閉鎖
　　·　インプラント埋入手術においては、歯槽骨上の

薄い粘膜骨膜弁を縫合する。縫合糸によって粘膜
が引き裂かれたり、縫合不全か生じないようにす
るためには、図 24 に示すように、粘膜骨膜弁の
側縁をピンセットでつまみ上げて粘膜表面から骨
膜まで直角に縫合針を刺入し、反対側も同様に創
縁をピンセットでつまみ上げて骨膜から粘膜まで
縫合糸を通す。また縫合部に緊張が加わる場合や、
粘膜骨膜弁が薄い場合は、水平マットレス縫合を
行う。

　　·　持針器に縫合針を付けて組織を縫合する操作を
「運針」といい、その技術を「運針術」という。
縫合針が組織を通過する軌跡は、縫合線に対して
も、縫合面に対しても直角であることが理想的で
ある。ところが、口腔内の手術は術野は狭く、縫
合を行う部位の形態の極めて変化に富んでいるの
で、図 25 に示す立体運針術を使いこなさねばな
らない（詳細は、「イラストで見る口腔外科手術
第 1 巻 8 章」を参照）。創の縫合閉鎖に際して創
縁の緊張が強い場合は、図 26 に示すように、粘
膜骨膜弁の基底部の骨膜のみを切開し、フラップ
を引き伸ばしてから創を縫合閉鎖する。これを“減
張切開”と呼び活用範囲の広い方法である。イン
プラント外科においては“針付き縫合糸”を使用
するので、持針器を用いる器械結び（図 27）に
習熟しておかねばならない。

　　·　創の縫合閉鎖が完了したら、粘膜骨膜弁の基底
部から先端に向かって圧迫し、歯槽骨と骨膜の間
に貯留した血液を押し出し、血腫の形成を防ぐ。
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　図 24：粘膜骨膜弁の縫合法

　　 図 25：水平運針と立体運針

　　　図 26：減張切開



● 146

バイオインテグレーション学会誌　第３巻 J Bio-Integ 3：133 - 146, 2013.

図 27：持針器を用いた器機結び

　　　図 28：正しい抜糸法

　　·　抜歯の際には図 28 に示すように、縫合糸の結
び目の一端をピンセットで摘んで引き上げ、組織
に埋没していた縫合糸の清潔な部分を引き出して
糸切りする。このようにすると、口腔内に露出し
ていた縫合糸の不潔な部分が組織の中を通過しな
い。
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リンゴ丸かじりを可能にする全部床義歯
～今井式すっぽんデンチャーの臨床術式について～

今井　守夫

Clinical procedure for making complete denture to
 enable to bite a whole apple,  "The Imai Method".

Morio Imai

　ぐみょう今井歯科医院
　Gumyouimai·Dental·Clinic

１．はじめに

　我が国は、これまでに経験のない“超”高齢社会に
突入している。義歯安定材市場の伸びを見ても、我が
国の全部床義歯治療の潜在的な需要は増加傾向にある
ようである。また、歯科インプラント（以下、インプ
ラント）による治療も数多く行われるようになってき
たが、高齢者特有の疾患や費用の点から考えても全て
の患者に適用できるわけではなく、昨今の年金問題も

含めさらに全部床義歯の需要は今後増加していくもの
と考える。
　患者に噛める喜びを提供し、QOL 向上に寄与でき
ることは歯科医師としての喜びであり、義歯とインプ
ラントと手法に差異はあるが、治療のゴールに差異は
無い。しかし「義歯を作製したが吸着が困難」などの
理由で安易にインプラント治療に傾く歯科医師も少な
くないと聞く。全ての患者がインプラント治療を希望
している訳ではなく、また全ての患者が適応となる訳
でもない。適切な義歯作製が行えた上で、より幅広い

Abstract

·Generally,·it·is·difficult·to·make·an·excellent·complete·denture·for·patients·with·large·bone·resorption·so-·
called·“intractable·case”.·The·unstable·complete·denture·causes··continuing·troublesome·problems·for·dentists.
·Recently,·we·succeeded·in·making·a·stable·denture·with·excellent·suction,·adaptability·and·stability·from·
our·over·1000·clinical·experiences.·The·patient·with·the·stable·denture·can·bite·a·whole·apple.·However,·our·
method·is·not·created·uniquely·but·based·on·the·theory·born·out·of·the·accumulation·of·effort·and·imagination·
of·the·works·of·earlier·dentists.·With·the·procedure,·we·will·be·able·to·fabricate·the·complete·denture·with·
patients’·satisfaction·even·if·the·acrylic·resin·base·denture.
·In·this·paper,·the·procedure·to·make·the·stable·complete·denture·is·described·and·we·named·a·“soft-shelled·
turtle·denture”·to·the·denture·with·strong·suction.·The·denture·even·if·made·of·resin·denture·can·be·obtained·
enough·stability.
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治療選択肢の延長線上にインプラント治療が位置する
べきであると考える。
　日常の臨床で遭遇する、顎堤が高度に吸収した、い
わゆる義歯難症例に対し十分な吸着が得られ確実に機
能する義歯を作製することに苦慮することは、多い。
筆者は歯科医師として二十余年の経験を通じ、これま
で 1000 例を数える全部床義歯症例より、その吸着が
あたかも " すっぽん " の如く一度食らいついたら離れ
ない様から「すっぽんデンチャー」と銘打った、吸着
性に優れ、動揺が少なく 1）維持・安定の良い全部床
義歯製作法を考案し、多くの症例に応用してきた 2,·3,·4）。
リンゴ丸かじりさえも可能とするその義歯の作製手法
は決して独自に編み出せたものではなく、先人達が苦
労して構築・確立してきた背景があっての理論・技術
の上に成り立っている。要点を確実に抑えることでレ
ジン床義歯であっても十分な維持・安定が得られる義
歯と自負している。
　義歯作製は、古くより提唱される手法で、普遍的な
器材・材料を用いて行われる。単純であるが故、口腔
解剖学的知識を総動員し、かつ患者個々の生理的運動
を把握し、一連の操作にそれらを的確に反映させるこ
とが必要である。本稿では、教科書的な義歯作製法に
一工夫を加えることで吸着・機能しうる義歯の作製法
について、特に吸着が困難であることが多い下顎全部
床義歯作製に焦点を当て解説したい。

２．リンゴ丸かじりを可能にした全部床義歯
“すっぽんデンチャー”の特徴 　　

　患者にとって良い義歯と言われるためには、義歯は
「維持」と「安定」の 2 つの要素を兼ね備えていなけ
ればならない。維持とは義歯の離脱力に抵抗する力、
つまり吸着のことであり、安定とは、機能時に義歯が
動揺・脱離しないことである。筆者は、義歯の維持は
適切な印象採得、また義歯の安定は適切な咬合様式の
付与で得られるものと考える。
　では、どのようにすればリンゴの丸かじりが可能な
義歯となるのか考えてみたい。ポイントの一つとして、

「辺縁封鎖を確実に行うこと」が挙げられる。しかし、
これだけではリンゴの丸かじりができるまでには至ら
ない。吸着性に加え、安定性が得られなければならな
いからである。そのためには、「義歯が片側性平衡咬

合及び両側性平衡咬合を得ていること」が重要で、こ
れが二つ目のポイントになる。
　咀嚼は繰り返し行われるため、片側性・両側性の平
衡咬合が一口腔内に混在する。咀嚼初期の片側性平衡
咬合は人工歯排列に依存した義歯吸着性に影響され
る。そのため適切な吸着が得られていれば問題とはな
らない。しかし安定性を得るためには咬合様式に両側
性平衡咬合が付与されていなければならず、その付与
には人工歯排列が鍵となる。これは前歯部排列では水
平的および垂直的被蓋を小さくすること、また臼歯部
排列では食物介在時の側方力を軽減させ、咬合力を歯
槽頂上への垂直的な力へと変換させるようリンガライ
ズドオクルージョン 5,·6）とすること、と言い表せる。
これら 2 つの要素を満たす " すっぽんデンチャー " の
下顎義歯床縁形態は、可及的に長い床縁となり、その
床縁は患者自身の動的な状態を妨げない形態となる

（図１）。つまり床後縁はレトラモラーパッド部を可及
的に覆い、レトラモラーパッド部から舌側床縁へ咬合
面に対し垂直的かつ移行的に、また舌側基底面は深い
舌房形態となる。最後臼歯部は歯槽頂斜面上には可及
的に排列せぬよう心掛ける（図２）。
　筆者は " すっぽんデンチャー "を「優れた吸着性を有
する、片側性平衡咬合と両側性平衡咬合が高いレベル
で得られ、患者満足度の高い義歯」と定義している（図
３）。その維持・安定を得られる義歯作製法の要点は以
下の 4 つに大別される。それは、概形印象および個人
トレーを用いた印象採得による確実な辺縁封鎖、適切
な咬合採得、両側性平衡咬合を有する人工歯排列、蝋
義歯を用いた咬座印象による選択的加圧印象、である。
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３．人工歯排列を意識した印象採得および辺縁封鎖

　文字として表現すると端的であるが、辺縁封鎖を適
切に行うためには理解・把握しておくべき事項が数多
く存在し、またその体現には職人的技な技術が必要と
なる。第一に、下顎義歯では術者が直視し難い、舌側
床縁の形態が重要となる。舌機能時に辺縁封鎖性が破
綻すれば、義歯離脱の一つの原因となりうるため、外
側面と内側面の辺縁封鎖、唇側から頬側、そしてレト
ラモラーパッドを中心とした床後縁封鎖および舌小帯
周囲の辺縁封鎖が確実に行われていることが大切であ
る。これら一連の操作が義歯吸着の成否を決定すると
言っても過言ではない。これらを確実に行うだけでも、
ある程度の吸着を得ることは可能であると言える。
　印象採得（図４）は、既製トレーによるスナップ印

象、個人トレーによる概形印象、蝋義歯による精密印
象（いわゆる咬座印象）の、計 3 回の印象採得を行う。
本法の特徴は、改床した基礎床による咬座印象である
ため、選択的加圧印象により作製される全部床義歯と
考えて良い。スナップ印象では、既製トレーを用いて
可及的に大きく、深く採得する。予定している義歯床
の床後縁後方まで印記し、舌側では舌側皮質骨形態を
正確に再現できるよう深く、かつ緊張時の舌小帯の状
態も印記する。スナップ印象により再現された模型は、
口腔内の状態を忠実に再現させた解剖学的印象とも言
える。概形印象は、スナップ印象で作製された模型か
ら個人トレーを作製し採得する。粘膜が薄く比較的硬
さのある頬棚や歯槽頂など " 圧をかけたい領域 " と、
フラビーガムやレトロモラーパッドや顎舌骨筋線部な
ど弾性があり柔らかい粘膜部である " 圧をかけたくな
い領域 " を触診で確認した上でトレーを調整し、可及
的に閉口（厳密に言えば軽度の開口状態）で印象採得
を行う。そのため一部では緩圧、一部では加圧の印象
採得となる。そして、この概形印象から作製された人
工歯排列した蝋義歯を用いて咬座印象を行う。蝋義歯
による咬座印象を行うことで、人工歯をとおした床へ
の力配分を適切に考慮した全部床義歯が作製できると
考える。その際、舌小帯の緊張状態が印記された舌側
床縁の形、および静的な状態のレトロモラーパッド部
と頬粘膜との移行形態が咬座印象時に再現できるよう
心掛ける。
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４．顎位の決定

　全部床義歯に与える咬頭嵌合位は、筋力により緊張
した位置にある中心位ではなく、無理のない位置か
ら円滑な側方運動が始められるような下顎位である
中心咬合位が望ましい。従って咬合採得では最初に
Dawson テクニックにより旧義歯の中心咬合位が中心
位と調和するか否かを診査する。下顎の後方限界を探
り正しい咬頭嵌合位へ誘導する指標とする。その際、
強制的な下顎の誘導は避け、無意識的な自発運動とし
てのタッピング運動を行わせ中心咬合位を決定する。
しかし咬合堤同士の面接触では正しい咬合関係を記録
することは不可能であり、その際の咬合床の変位も十
分考えうる。そのため広い面接触での不確実性を解消
するために検証方法として垂直的と水平的に分けた顎
位の確認決定を行う。

①垂直的顎位の決定
　垂直的顎位の決定法には、形態的特徴、機能的特徴
に基づく方法など様々な方法があるが、絶対的な顎位
の決定法は存在していない 7）。そのため複数の顎位決
定法を複合させることで、より確実となると考える。
高齢者特有の背中の弯曲などの体位・姿勢に影響を受
けにくい咀嚼筋、表情筋の緊張の程度を観察する方法
を主として、下顎安静位を利用する方法 7）、さらに旧
義歯が存在する際は、その高径を参考として垂直的顎
位を決定する。

②水平的顎位の決定
　垂直的顎位の確認決定後、筆者は、無意識的な自発
運動としてのタッピング運動を行わせ、時々嚥下運動
を併用しながら中心咬合位を決定している。水平的顎
位の確認にはゴシックアーチ 7,·9）を使用する。特に咬
合の安定しない患者の、何回も再排列するリスクを防
ぐためには必要不可欠な操作であると言える。

５．人工歯排列

　顎位の決定後は人工歯の排列試適を行う。最初に上
顎は 7 7、下顎は 3 3 までの排列を行い試適する。
咬合様式は両側性平衡咬合を有するリンガライズドオ

クルージョンを付与する。可及的にカンペル平面に平
行に、また上顎臼歯部の舌側機能咬頭が下顎犬歯尖頭
とレトロモラーパッド中央部を結ぶ線上になるよう位
置づける。頬側非機能咬頭は接触しないように浮かせ
るが、上顎 4 4 に関しては、審美性を考慮してやや
被覆させる。前歯部の被蓋に関しては、水平的および
垂直的被蓋は 1 〜 2mm 程度と大きくせず、その咬合
接触は咬合紙 1 〜 2 枚抜ける程度とする。これにより
咬みしめ時の上顎前歯部への突き上げを抑制し、フラ
ビーガムを予防する効果があると考える。
　初回の人工歯排列をした咬合床を用いタッピング運
動を行わせ、上顎臼歯部舌側咬頭の圧痕が下顎臼歯部
蝋堤に偏位することなく均等に付着するようになれ
ば、その位置が正しい咬合位となる。リンガライズド
オクルージョンの特徴 5,·6）により、上顎舌側咬頭のみ
が下顎臼歯中央窩と接触することにより咬合力が舌側
化し、臼歯部人工歯を頬側寄りに排列しても咬合平衡
を保つことが可能となり、舌房をより広くすることが
可能となる。そして、頬側咬頭を軽度離開させること
により、側方力の軽減にも繋がる。点接触であるため
咬合調整や咬合構成もフルバランスドオクルージョン
10,·11）に比べると容易である。また咬合接触面積が小
さいため顎堤への負担も小さく、食品溢出機能や粉砕
機能が向上する利点も有している。咬合様式としての
両側性平衡咬合を有するリンガライズドオクルージョ
ンの確率が、リンゴ丸かじりへと繋がっていく。

６．蝋義歯試適と咬座印象

　初回の排列試適を終えた後、下顎臼歯部の排列も行
い蝋義歯を完成させる。蝋義歯の試適を行い、咬合関
係や適合性といった機能性と、前歯部の形態や大きさ、
色調など審美性について確認する。咬合関係では垂直
的、水平的顎位の正確性について確認を行い、問題な
ければ咬合紙を用いて咬合関係を確認する。前歯部は
あまり咬合接触させず、上顎臼歯部は舌側咬頭のみを
咬ませるリンガライズドオクルージョンであるか確認
する。問題無いようであれば床縁の位置と形態につい
て辺縁封鎖性の確認を行う。つまり、蝋義歯の床縁の
位置と形態を即時重合レジンと適合試験材を用いて吸
着が十分に得られるようになるまで修正を繰り返す

（図５）。これが本法のなかで最も重要な作業の一つと
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なる。
　その後、蝋義歯の基礎床内面を適合試験材を用いて
床内面を圧力負担部位と緩圧部位に明瞭に分け、選択
的加圧印象採得が可能と判断される状態にする（図
６）。最後にシリコン印象材による精密印象、つまり
咬座印象を行う（図７）。これは蝋堤のみの咬合床に
よる咬座印象ではなく完成前の蝋義歯による咬座印象
とすることで人工歯を通した床への力配分を適切に考
慮した全部床義歯が作製できると考えるためである。
　またリンゴ丸かじりのような咀嚼初期の前歯部での
咬切運動を想定し前歯部での片側性平衡咬合を得るた
めには咬合時の義歯床の安定、つまり咬合圧負担域を
臼歯部の歯槽頂と頬棚以外に前歯部舌棚に求める必要
がある。
　前歯部に舌棚のある症例には緩圧ではなく積極的に
圧を負担させるように基礎床を調整して印象採得する
ことが本法の特徴である。
　咬合を加味した動的な辺縁封鎖性を向上させれば、
吸収の著しい顎堤でもかなりの吸着が得られ、更には
リンゴ丸かじりさえも可能となる。

７．完成義歯の試適と装着

　蝋義歯試適後の咬座印象に問題が無ければ、これを
元に重合し義歯が完成となる。完成義歯の試適では、
まず咬合接触状態を確認する（図８）。片側性平衡咬合、
両側性平衡咬合が確実に得られているか否かの確認が
重要となる。両側性平衡咬合は厚みの異なる、弾性素
材であるロールワッテと咬合紙を左右臼歯部で別々に
同時に咬合させることにより確認できる。次いで咬合
圧下における粘膜面の適合状態と辺縁封鎖の確認を適
合試験材により確認する（図９、10、11）。排列部分
に関する審美性の調整は、完成義歯ではほぼ修正不可
能であるため蝋義歯の段階での確実な調整が必要であ
る。
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最後に、煎餅、ピーナッツ、リンゴ、トウモロコシ、
沢庵など実際の食物を使って全部床義歯の評価を行う

（図 12、13）。
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　すっぽんデンチャーは、従来の義歯評価と違い歯科
医師自身が評価するのではなく、患者が評価する義歯
である。筆者は義歯装着時に必ず食物咀嚼させ、患者
に義歯装着感と咀嚼しやすさを確認することにしてい
る。つまり、患者が無意識的にこの義歯を選択する自
然な口腔内存在感と咀嚼効率を重要視しているのであ
る。最初は食べられないとあきらめ、思い込んでいた
リンゴ丸かじりや固ゆでトウモロコシの丸かじりがた
めらいながらも、できるようになる姿は見ている筆者
も驚くほどである。

８．最後に

　治療ゴール、つまり義歯作製の成否評価は決して歯
科医師の満足度ではなく、患者自身が苦痛を伴わずに
咀嚼、嚥下、発音、審美性の改善が得られて初めて得
られる " 患者の満足度 " で図るべきである。筆者は、
全部床義歯形態が審美的・理論的である以前に患者が
無意識的にこの義歯を選択する様な、自然な口腔内存
在感と咀嚼効率に重きを置いている。近年、下顎全部
床義歯難症例の治療選択枝の 1 つにインプラント体を
支台とするオーバーデンチャー治療が行われるように
なってきた。それらに関する報告も増え、一つの流れ
が形成されつつあるが、これらの方法を以てしてもイ
ンプラント治療が成功した上に、適切な義歯の存在が
前提となる。インプラント治療全盛と言えど、今後も
義歯による治療が増加することは想像に難くない。何
時も、基本を抜きにして語ることは出来ない。
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抄　録

　一般に、顎堤が高度に吸収した、いわゆる義歯難症例に対し
十分な吸着が得られ機能する総義歯を作製することは難しい。
不安定な総義歯は引き続き厄介な問題を引き起こす。
　我々は、20 年間、1000 症例の経験から優れた吸引力、適合
性および安定性をもつ総義歯を作ることに成功した。この総義
歯でリンゴを丸かじりすることもできる。しかしながら、この
方法は全く新しい技術ではなく、先人達が苦労して構築・確立
してきた背景があっての理論・技術の上に成り立っている。こ
の方法を用いれば、たとえアクリル樹脂製であっても患者が満
足する総義歯を作ることができる。
　本稿では、教科書的な義歯作製法にひと工夫を加えることで
吸着力が大きく機能しうる義歯の作製法について、特に吸着が
困難であることが多い下顎全部床義歯作製に焦点を当て解説し
た。この方法でつくられた総義歯は吸着力が優れていることか
ら、“すっぽんデンチャー”と名付けた。レジン床義歯であっ
ても十分な維持・安定が得られる。
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　アパタイトの国際会議

　6th ISACB (International Symposium on Apatite and Correlative Biomaterials)
2013 に参加して

尾関　和秀

Kazuhide Ozeki

　2013 年 6 月 5 日〜 7 日の 3 日間、フランス・ナン
トにおいて開催された 6th·ISACB2013 に出席した。
ナントはフランスの西部、ロワール川河畔に位置する
国内第 6 位の都市であり、歴史的にもアンリ４世がプ
ロテスタントなどの新教徒に対してカトリック教徒と
同じ権利を与えた「ナントの勅令」として有名な土地
である。また、ナントはメディアが選ぶ「最も住み易
い街」として常に上位に選ばれ、米国のタイム誌やフ
ランスのル・ポワン誌で住みたい街 1 位に選ばれてい
る。日本では、2009 年に横浜開港博で披露されたナ
ントに本拠地を置くアート集団ラ・マシンが作製した
機械仕掛けの巨大クモが話題となった。大会中は天
候にも恵まれ、会場となったナント国際会議場では、
HA に関連した基礎から応用研究まで熱気に満ちた討
議が繰り広げられた。
　この ISACB は、アパタイトとそれに関連するバイ
オマテリアルの国際会議で、前回オーストラリア・ケ
アンズで行われた第 5 回に引き続き、6 回目にあたる。
今回の Chairman はナント大学の Prof.·Guy·Daculsi
で、Co·chair にはバイオインテグレーション学会の青
木理事長も名を連ねている。
　大会の冒頭では、Prof.·Daculsi より、長年アパタイ
ト研究で活躍され、今年 1 月にご逝去されたニュー
ヨーク大学の Prof.·Racquel·LeGeros に対する追悼の
言葉が披露された。また、今大会では同教授の長年の
功績を称え、「Prof.·Racquel·LeGeros·Awards」が企
画され、日本からは Senior·Award に九州大学の石川
教授、Young·Award には明治大学の小西先生、山口

大学の藤森准教授が選ばれた。
　セッションはリン酸カルシウムとバイオテクノロ
ジー、バイオガラス、合成など、アパタイトとそれに
関連する材料の幅広い応用に向け、発表と議論が行わ
れた。大会期間中、60 件を超える口頭、ポスター発
表があり、日本人研究者も多数参加した。
　最初は、Prof.·Racquel·LeGeros·Awards の受賞講
演で、カタルーニャ工科大学の Prof.·Ginebra による
リン酸カルシウムセメント開発に関する講演と石川教
授による炭酸アパタイトに関する講演が行われた。石
川教授の講演では、骨補填材としての炭酸アパタイト
の有用性や、何故、生体内で HA よりも炭酸アパタ
イトが安定するのか、炭酸アパタイトの骨との置換速
度に関する内容などが非常に分かりやすく説明されて
おり、筆者個人としても大変興味深いものであった。
　コーヒーブレークのあとは、招待講演となり、Prof.·
Layrolle の間葉系幹細胞を用いた骨再生、Dr.·Anton
による遺伝子導入技術を用いた骨関節炎治療、Dr.·
Espitalier による放射線壊死を引き起こした顎骨の再
建手術に関する講演が行われた。Dr.·Espitalier の講
演では、顎骨周りの癌治療等で行われる放射線治療の
5 〜 15% の患者に骨の放射線壊死が発生し、この再
建には骨補填材単体では不十分とのことである。そこ
で、骨髄と併用することで高い治療効果が期待でき、
既にこの治療法が臨床試験の第 1 相の段階に入ってい
るとのことであった。
　午後はポスターセッションが行われ、28 件の発表
があり、そのうち 9 件が日本からの発表であった。骨

　茨城大学工学部　機械工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　Department·of·Mechanical·Engineering,·Ibaraki·University
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補填材に関する発表が 8 件、HA コーティングに関す
る発表が 6 件、歯科インプラントに関する発表は 3 件
あった。骨補填材に関しては、骨髄細胞や遺伝子導入、
コンポジット化等の内容が主だった。また、HA コー
ティングに関して、近畿大学の本津教授らのグループ
が進めているレーザーアブレージョン法で作製した
HA 薄膜は、薄膜自体が柔軟性を持ち、歯のエナメル
に貼れるなどの特徴を持った材料で、新しい歯科治療
を模索している点で興味深い研究であった。
　ポスターセッションの後は、リン酸カルシウムとバ
イオテクノロジーのセッションで、スキャフォールド
を用いたドラッグデリバリー、コラーゲンコンポジッ
ト、バイオミメティック関連の発表があり、その次の
バイオアクティブガラスのセッションでは、3 件のバ
イオガラスに関する発表がなされた。クレルモン大学
の Dr.·Jao らの講演は興味深く、ストロンチウムイオ
ンを含むバイオガラスをウサギ大腿骨に埋め込み、8
週間後の新生骨部をマイクロ粒子励起 X 線分光を用
いて分析した結果を報告した。それによると、新生骨
部には 300 〜 3000ppm のストロンチウムが堆積・沈
着していることが明らかになったと報告しており、ス
トロンチウムが骨新生増強に何らかの影響を及ぼした
可能性があるとのことであった。
　2 日目の午前は、「未来のために過去から学ぶ」と
いうシンポジウムが開かれ、バイオインテグレーショ
ン学会の青木理事長、中部大学の小久保教授、フロリ
ダ大学の Prof.·Hench らの講演があった。御三方とも
生体材料の世界ではご高名の先生方であり、Legends·
of·bioceramics と呼ぶ参加者もいたが、正に的を射た
表現である。青木理事長からはこれまで関わってきた
HA と骨結合の発見から、歯磨き粉、骨補填材、歯科
インプラント、人工血管の開発や HIV や癌治療への
応用に関する発表があった。中でも歯科インプラント
でプラズマスプレーやスパッタリングによるHAコー
ティングを開発されたご経験から、HA 膜の厚みを
30 〜 100 ミクロン、1 〜 3 ミクロン、0.1 ミクロン以
下と分けて、それらのメリットとデメリットを明快に
示されていたことは会場の高い関心を集めた。また、
外国人研究者らは、青木理事長が開発された HA 皮
膚端子を自らの腕に埋入しているスライドを見て、そ
の研究者魂に度肝を抜かれたようであった。
　次の小久保教授の講演では、青木理事長のダイナ

ミックな講演とは趣を異にし、A-W ガラスの開発か
らアルカリ処理チタン上への HA 層生成の発見から
それらを用いた応用開発までを非常に論理的で、わか
りやすく説明されていたのが印象的であった。特に、
人工関節で培ったバイオミメティック法を歯科インプ
ラントで応用する際の違いについての説明は興味深
く、歯科インプラントの場合は、表面処理として酸エッ
チング処理を行う。このため、通常のアルカリ処理は
行わず、酸処理のみを行い、ある一定の熱処理温度条
件を使用すると、擬似体液中で HA 層の生成が起こ
るとの報告であった。これは、チタン表面を正か負に
帯電させれば、アパタイト生成は起こるということを
示している。現在、進められているバイオミメティッ
クコーティングによる歯科インプラントの開発は、こ
の酸エッチングを用いた手法で行っているであろうと
思われる。
　次の Prof.·Hench の講演では、バイオガラス誕生か
ら 45 年ということで、その歴史について説明され、
現在、骨再生や血管再生を促す基材としての応用が期
待されているとのことであった。また、微小なバイオ
ガラス粒が添加された歯磨き粉は、知覚過敏に有効で
数年で数百万個販売され、成功していると付け加えら
れた。最後に、若い研究者に対し、失敗を恐れず、粘
り強く、科学に対し正直であれ、等、熱いメッセージ
で締めくくられた。
　次のリン酸カルシウム合成のセッションでは、銅置
換アパタイト、クロム置換アパタイト、バリウム置換
アパタイトの発表に加え、石川教授による石膏を用い
た炭酸アパタイト多孔体作製に関する発表が行われ
た。また、午後のバイオセラミックス技術のセッショ
ンでは、TCP セメント、HA/コラーゲンペースト、
ジルコニア上への TCP コーティング、HA 薄膜の圧
電効果の測定に関する発表が行われた。個人的には、
近畿大学の西垣准教授による HA 薄膜の圧電性評価
は、本大会では見慣れない微分方程式が列挙され、難
解ではあったものの、HA の圧電性は大変興味深いも
のと感じた。
　最後のセッションでは、3D プリンターによる HA
スキャフォールドの作製、NMR による dicarboxylate
が結合した OCP の構造評価、ハイドロゲルのナノ粒
子による高強度化などが発表された。OCP の講演は、
Young·Award を受賞された山口大学の藤森准教授に
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よる発表であった。
　以上が今大会の概要だが、前回の 5thISACB 同様、
様々な HA とそれに関連する発表が行われ、HA 研究
の懐の深さを改めて知る機会となった。
　また、今大会の最後には、会場の地下でカクテルパー
ティーが行われた。一時は、カクテルパーティーの券
を受け取っていない研究者が多数いたため、会場に入
れないなどのトラブルもあったが、石川教授のすばら
しい交渉力のお陰で、全員が会場入りすることができ
た。会場では、参加した多数の若手研究者がベテラン
研究者と会話をする姿も見受けられ、今後の HA 研
究の発展が期待される中、会は閉幕した。

ナント国際会議場

大会長による故 Prof.·LeGeros の追悼講演

発表会場

ブルターニュ公爵城 青木理事長の特別講演
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●学会広報

バイオインテグレーション学会
第３回学術大会・総会開催

　2013 年 6 月 23 日（日）に札幌市「アスティ 45」において、バイオインテグレーション学会第 3 回学術大会・
総会が下記プログラムのもとに、企業展示も 16 社の参加を得て、盛大に開催されました。

第３回学術大会・総会　プログラム

2013 年 6 月 23 日（日）　於「アスティ 45」16 階 ACU 研修室

☆　9:00 〜　9:45· 評議委員会・理事会（1614 大会場）
☆　9:55· 大会長挨拶　三嶋　顕（北日本口腔インプラント研究会・会長）
☆ 10:00 〜 11:55· 教育講演（1614 大会場）
　　　　　　　　　　　　　座長　三嶋　顕（北日本口腔インプラント研究会）
　　　　　　　　　Ⅰ．「メカニカルストレスと骨組織」
　　　　　　　　　　　　　講師　横瀬　敏志（明海大学歯学部機能保存回復学講座）
　　　　　　　　　Ⅱ．「生体物理刺激と口腔インプラント治療への応用」
　　　　　　　　　　　　　講師　越智　守生（北海道医療大学歯学部クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野）
☆ 12:00 〜 12:20· 総会（1614 大会場）
☆ 12:25 〜 13:15· ランチョンセミナー（1605 会場、1613 会場）
　　　　　　　　　　　　　後援　京セラメディカル株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　山八歯材工業株式会社
☆ 13:25 〜 13:55· ポスター発表・討議（1606 会場）
☆ 14:00 〜 14:50· 特別講演「リン酸カルシウム系骨補填材料の現状と NIMS における研究開発」
　　　　　　　　　　　　　座長　尾関　和秀（茨城大学工学部機械工学科）
　　　　　　　　　　　　　講師　菊池　正紀（（独）物質・材料研究機構·生体機能材料ユニットバイオセラミックスグループ）
☆ 14:55 〜 16:55· シンポジウム（1614 大会場）
　　　　　　　　　「更なる骨を目指して」
　　　　　　　　　　　　　座長　村田　勝（北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野）
　　　　　　　　　　　　　演者　川原　大（臨床器材研究所）
　　　　　　　　　　　　　演者　松野　智宣（日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座）
　　　　　　　　　　　　　演者　先崎　秀夫（日の出歯科診療所）
　　　　　　　　　　　　　演者　村田　勝（北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野）
☆ 14:55 〜 16:55· イブニング講演（1614 大会場）
　　　　　　　　　　　　　座長　舞田健夫（北海道医療大学高度先端補綴学分野）
　　　　　　　　　　　　　講師　奥寺　元（王子歯科美容外科クリニック）
☆ 10:00 〜 17:00· ポスター・企業展示（1606 会場）

懇親会：6 月 22 日（土）18 時〜 20 時　於京王プラザ札幌 2F「エミネンスホール」



● 160

バイオインテグレーション学会
第３回学術大会・総会

大会会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総会

教育講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム

企業展示会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポスター会場

懇親会風景
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バイオインテグレーション学会
2013 年度総会　議事録

日　時：2013 年（平成 25 年）6 月 23 日（日）12 時〜 12 時 25 分
　　　　（学術大会・教育講演Ⅰ , Ⅱが終了後に開催された）
場　所：「アスティ 45」ACU 研修室 16 階（札幌市中央区北 4 条西 5 丁目　JR 札幌駅前）
議　題
　Ⅰ．審議・承認事項
　　　　議案１．2012 年度事業報告
　　　　議案２．2012 年度収支報告並びに監査報告
　　　　議案３．2013 年度事業計画案
　　　　議案４．2013 年度予算案
　　　　議案５．新役員選任の件
　　　　議案６．会則改訂の件
　　　　議案７．その他
　Ⅱ．報告事項
　　　　１．第４回学術大会・総会の件
　　　　２．第５回学術大会・総会の件
　　　　３．教育研修実績　単位（ポイント）取得制について
　　　　４．その他

出席者：
　·　11：50 現在、受付参加登録者数は役員（三嶋　顕大会長、青木秀希理事長、寶田　博専務理事、朝波惣一

郎常任理事、榎本昭二監事、鈴木和夫顧問）をはじめ 98 名（内非会員 13 名）であった。尚、既に委任状が
127 通提出されており、委任状を含む出席会員数は 85 ＋ 127 ＝ 212 名となり、現会員数 306 名の 2/3 以上が
確保されていることが確認された。

議事経過：
　（1）開会
　　·　定刻 12 時に、三嶋大会長と青木理事長が演壇に着席し、大会長が議長として開会を宣し、直ちに議事に入っ

た。

　（2）議事
　　＜審議・承認事項＞
　　　議案１．2012 年度事業報告の件
　　　　·　青木理事長より、スライド（2012 年度事業報告）に基づいて事業報告があり、特に異議なく、全会

一致で承認された。
　　　議案２．2012 年度収支報告並びに監査報告の件
　　　　·　塩田理事（財務委員会委員長）より、スライド（2012 年度収支報告書）に基づいて収支報告があり、また、

榎本監事よりスライド（監査報告書）に基づいて監査結果の補足説明がなされ、特に異議なく、全会一
致で承認された。
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　　　議案３．2013 年度事業計画案の件
　　　　·　青木理事長より、スライド（2013 年度事業計画案）に基づいて事業計画の提案があり、特に異議な

く全会一致で承認された。
　　　議案４．2013 年度予算案の件
　　　　·　青木理事長より、スライド（2013 年度予算案）に基づいて予算の提案があり、特に異議なく全会一

致で承認された。
　　　議案５．新役員選任の件
　　　　·　青木理事長より、スライド（新役員一覧）に基づいて新役員選任（任期：2013 年 1 月〜 2014 年 12 月）

の提案があり、特に異議なく全会一致で承認された。
　　　議案６．会則改訂の件
　　　　·　青木理事長より、スライド（会則改訂）に基づいて会則第 11 条（役員の選出）の改訂について提案

があり、特に異議なく全会一致で承認された。
　　　議案７．その他
　　　　·　青木理事長より、本総会に先立って行われた評議員・理事合同会議において、「教育研修委員会」の

新設が提案された旨の口頭説明があり、これについても特に異議なく全会一致で承認された。

　　＜報告事項＞
　　　１．第４回学術大会・総会の件
　　　　·　西條英人評議員（第 4 回大会長の高戸　毅代理）より、スライド（第 4 回学術大会並びに総会開催の

お知らせ及びポスター）を用いて第 4 回大会の概要説明があった。これについても特に異議なく全会一
致で承認された。

　　　２．第５回学術大会・総会の件
　　　　·　青木理事長より、本総会に先立って行われた評議員・理事合同会議において、第 5 回学術大会・総会

の開催第一候補として、大阪歯科大学（今井弘一理事）が推薦された旨の口頭報告があり、これについ
ても特に異議なく全会一致で承認された。

　　　３．教育研修実績単位（ポイント）取得制について
　　　　·　青木理事長より、スライド（教育研修実績単位取得）を用いて実績単位取得制について説明があり、

これについても特に異議なく全会一致で承認された。
　　　４．その他
　　　　·　奥寺理事（フロア席）より、本学会の発展（会員数拡大）のため、今後とも、他の学会に比し特徴あ

る学術大会を開催して頂きたい旨の要望が示された。

　（3）閉会
　　　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、12 時 25 分に閉会した。

　以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録 人がこれに記名捺印する。
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バイオインテグレーション学会

教 育 研 修 講 座 開 設

目的：歯科インプラント治療の 100％成功を目指して、基礎と臨床をしっかり勉強するための講座を開設する。
教育研修修了認定証発行：
　　　·本講座はポイント制で、ポイントを取得・加算して 100 ポイントを超えた会員には、本学会の教育研修修

了認定証を発行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイオインテグレーション学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長：春日井　昇平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長：青木　　秀希
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育研修委員会・委員長：懸田　明弘

第 1 回教育研修講演会
　2013 年 4 月 18 日（木）　　於　東京医科歯科大学
　１．「インプラント治療における問題：予防と対処法」
　　　　　　　　春日井　昇平（東京医科歯科大学歯学部インプラント科・教授）
　２．「インプラント治療における不具合を材料学から考える」
　　　　　　　　青木　秀希（埼玉工業大学先端科学研究所・客員教授）　　
第 2 回教育研修講演会
　2013 年 5 月 23 日（木）　　於　東京医科歯科大学
　１．「インプラント治療における不具合症例とその対処法（インプラント周囲炎ほか）」
　　　　　　　　塩田　真（東京医科歯科大学歯学部インプラント科・准教授）
　２．「スパッタリング薄膜コーティング技術とは？」
　　　　　　　　尾関　和秀（茨城大学工学部機械工学科・准教授）
第 3 回教育研修講演会
　2013 年 6 月 22 日（土）　　於　北海道大学歯学部講堂
　　　　　　　　司会：横山　敦郎（北海道大学大学院歯学研究科・教授）
　１．「全身疾患を有する患者へのインプラント治療」　--- 抗血栓療法と骨粗鬆症治療薬 ---
　　　　　　　　朝波　惣一郎（国際医療大学口腔外科　教授）
　２．「HA とチタンのタンパク質反応」
　　　　　　　　久保木　芳徳（北海道大学歯学部・名誉教授）
第 4 回教育研修講演会
　2013 年 9 月 28 日（土）　　於　東京歯科大学水道橋病院 13 階Ｂ教室
　１．「インプラントで失敗しないための常識としての補綴学」
　　　　　　　　関根　秀志（東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔インプラント学分野・准教授）
　２．「インプラントで失敗しないための常識としての口腔外科学」
　　　　　　　　野間　弘康（東京歯科大学口腔外科・名誉教授）
　３．「インプラントで失敗しないための常識としての解剖学」
　　　　　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座・教授）
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バイオインテグレーション学会
教育研修実績取得単位について

研修実績取得単位を下記のとおり定める。
集計取得単位数が 100 単位に到達した会員に対しては、本学会「研修終了証」を発行する。

　　１．教育研修講演会への参加　　　　　　　10 単位 / 回
　　２．学術大会への参加　　　　　　　　　　20 単位 / 回
　　３．学術大会発表　筆頭発表者　　　　　　10 単位 / 回
　　　　　　　　　　　共同発表者　　　　　　·5 単位 / 回
　　４．学会誌論文（原著論文、症例報告等）
　　　　　　　　　　　筆頭著者　　　　　　　20 単位 / 回
　　　　　　　　　　　共同著者　　　　　　　10 単位 / 回
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バイオインテグレーション学会
第４回学術大会なら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

第 4 回学術大会・総会
　　日時：2014 年（平成 26 年）2 月 23 日（日）9：00 〜 18：00
　　会場：東京大学医学部教育研究棟 14 階　鉄門記念講堂（東京都文京区本郷 7-3-1）
懇親会　2 月 22 日（土）18 時〜 20 時　　於：東京大学構内施設

大会長　　高戸　毅（東京大学大学院医学部系研究科口腔外科学分野・教授）
テーマ　　「未来へつなぐインプラントを目指して」

学術大会内容：
　・会長講演：髙戸　毅（東京大学大学院医学部系研究科口腔外科学分野・教授）
　・特別講演：星　和人（東京大学医学部附属病院テッシュエンジニアリング部・准教授）
　・特別講演：山口　朗（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再建学講座・教授）
　・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：東京大学医学部付属病院　顎口腔外科・歯科矯正歯科内
　　　　　　〒 113‐8655　東京都文京区本郷 7－3－1
　　　　　　TEL：03-5800-8669、　FAX：03-5800-6832
　　　　　　E-mail：bio4th-office@umin.ac.jp
　　　　　　学術大会ホームページ：http://4th.bio-integration.org/index.html

平成 25 年 9 月 1 日
第 4 回バイオインテグレーション学会学術大会

大会長　　　高戸　　毅
準備委員長　西條　英人
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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
2013 年 6 月 23 日改訂

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。
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第８条（総会）
　本会総会は毎年度 1 回理事長が招集する。
　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、理事会にて互選により選出し、総会において承認を得るものとする。
　·理事は、原則として、評議員の中から選出し、理事会において承認を得るものとする。但し、本会の運営が軌

道に乗るまで、理事については会長・理事長が指名し、理事会において承認を得るものとする。
　他の役員については、会長・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
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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

　　　　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

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

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

株式会社ジーシー 〒 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

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

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

株式会社レオールツーリスト 〒 060-0061
札幌市中央区南１条西８丁目９－１ 011-207-0101

賛助会員企業一覧
2013 年 9 月 1 日現在
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バイオインテグレーション学会誌投稿規定

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．投稿料
　　·　依頼原稿以外の原稿（原著・症例報告等）の投稿に際しては、著者は投稿料として 30,000 円／編を負担する。

６．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。



● 172

　　　　　　５）共著者は全員記載する。

７．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。

８．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。

９．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。

10．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

11．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。

12．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、
　　　　　　　廣瀬　由紀人

バイオインテグレーション学会誌　第 3巻　第 1号· 定価·5,000 円

2013 年 9 月 30 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

　豪雨や猛暑にかき回された 2013 年の夏もようやく終わりを迎えました。毎年夏の時期は本学会誌の最終編集作業が急
ピッチで行われます。その編集作業も第 1 巻発刊時に比べると驚くほど効率よく、スムーズなものになりました。
　当初は、編集方針や投稿規定の策定からはじまり、雑誌のデザイン、構成、さらには印刷所探しなどまさにゼロから
のスタートでした。締め切りを過ぎて届かない原稿。入稿方法もまちまち。当然ながら第 1 号なので執筆の参考となる
ものもない。そのため、原稿の書式もバラバラで、事務局は体裁を整える作業だけでもてんやわんやでした。当然、査
読も通常の学会誌のようにはいかず、とても苦労したことを思い出します。しかし、1，2 号と経験を重ね、編集委員会
の先生方や事務局の方々、そしてご執筆頂いた先生をはじめ、広告掲載企業などのご協力のもと、この第 3 号を無事に
お届けすることができました。
　6 月の新緑の北海道での学術大会は、三島　顕大会長、越智守生実行委員長のもと、とてもアカデミックなものになり
ました。特別講演、教育講演、シンポジウムなどの内容を特別企画として掲載しています。熟読し、更なる骨を目指し
て頂きたいと思います。また、おもなポスター発表は原著論文や症例報告として掲載しております。さらに、今回の基礎・
臨床講座は目からウロコです。また、インプラント雑誌らしからぬトピックスも必見です。
　バイオインテグレーションをより一層ご理解して頂けるよう、今後も Journal·of·Bio-Integration をどうぞよろしくお
願い申し上げます。

（松野　智宣）


